
▼三島市 ▼下田市 ▼伊東市

▼伊豆の国市 ▼伊豆市 ▼名古屋市中村区

▼周智郡森町 ▼富士宮市 ▼富士市

▼島田市 ▼御前崎市 ▼御殿場市

▼掛川市 ▼榛原郡吉田町 ▼沼津市

▼浜松市中区 ▼浜松市北区 ▼浜松市南区

▼浜松市天竜区 ▼浜松市東区 ▼浜松市浜北区

▼浜松市西区 ▼湖西市 ▼焼津市

▼熱海市 ▼牧之原市 ▼田方郡函南町

▼磐田市 ▼菊川市 ▼藤枝市

▼袋井市 ▼裾野市 ▼賀茂郡南伊豆町

▼賀茂郡東伊豆町 ▼賀茂郡河津町 ▼賀茂郡西伊豆町

▼静岡市清水区 ▼静岡市葵区 ▼静岡市駿河区

▼駿東郡小山町 ▼駿東郡清水町 ▼駿東郡長泉町
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

鮨勝 三島市 一番町１２－１　ＳＫビル　２０１号室 飲食店

香香飯店三島店 三島市 一番町１２－２２ 飲食店

うなぎの不二美 三島市 一番町１３－１５ 飲食店

創作cafedining てっぱんや 三島市 一番町１３－１５　佐々木ビル２Ｆ 飲食店

のあき 三島市 一番町１３－１６　 飲食店

ヴァカンツァ 三島市 一番町１３－７ 飲食店

うなぎの坂東 三島市 一番町１５－２８　楓ビル　２Ｆ 飲食店

トラットリアラボッカ 三島市 一番町２０－３　青木ビル２Ｆ 飲食店

赤から三島店 三島市 一番町９－３７ 飲食店

串揚げ・おでん ふたつめ 三島市 一番町９－４３　太陽ビル　１Ｆ 飲食店

LucaWine 三島市 中央町２－６ ショッピング

松韻 三島市 中田町１－１６ 飲食店

佐野美術館 三島市 中田町１－４３ ショッピング

ＳＴＥＬＬＡＭＡＲＩＳ 三島市 中田町８－２１ サービス

オン・デ・オウン 日清プラザ店 三島市 中田町９－３０　日清プラザ　１Ｆ ショッピング

blueberry三島店 三島市 佐野見晴台１－２１－１０ ショッピング

焼肉泰安 三島市 光ヶ丘３－３８－２ 飲食店

焼肉テヤン 三島市 加屋町１－１２　松田ビル１Ｆ 飲食店

スーパー加茂 三島市 加茂２－５ ショッピング

カドイケ三島田町店 三島市 北田町３－５８ ショッピング

丸見屋酒店 三島市 北田町６－２３ ショッピング

旬菜美酒いい田 三島市 北田町６－２３　ソレイユ北田町１０２ 飲食店

クラーロ アマンテ 三島市 南二日町２４－４　大野ハイツ　１Ｆ サービス

カメラのコロナ 三島市 南本町１３－３４ ショッピング

FERRET COFFEE 三島市 南本町１６－５ ショッピング

茂よし 三島市 南本町３－４ 飲食店

三島イタリアン マリオパスタ 三島市 南本町７－１７ 飲食店

雅心苑 三島店 三島市 南本町７－２０ 飲食店

肉匠坂井 三島南店 三島市 南町１５－１５ 飲食店

あめや鮨 三島市 大宮町１－１－２１ 飲食店

MASTICAVINO 三島市 大宮町１－１１－２８ 飲食店

サンク 三島市 大宮町２丁目１３－２３　ビッグビレッジ１階 飲食店

魚炉助 三島市 大宮町３－１９－２８　石井ビル　１Ｆ 飲食店

鮨処 すぎやま 三島市 安久１４２　ハイツ杉澤　１０１ 飲食店
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CafebrunchTAMAGOY 三島市 安久３２２－１ 飲食店

インテルナ・モリイ 三島店 三島市 富田町１２－２７ ショッピング

かつや静岡三島店 三島市 富田町３２４－１ 飲食店

フレッシュ 北上店 三島市 幸原町１－１３－１９ ショッピング

藤すし 三島市 広小路町１－２０ 飲食店

割烹 登喜和 三島市 広小路町１－４１ 飲食店

つばさ寿司本店 三島市 広小路町１３－９ 飲食店

One Step 三島市 広小路町９－１６　コシミズビル２Ｆ サービス

GLOCEAN 三島店 三島市 徳倉１－６－２５ サービス

くるま寿し 三島市 徳倉９０２－１０　 飲食店

くるま寿し 三島市 徳倉９０２－１０　 飲食店

かわい米や　本店 三島市 日の出町６－１５　 ショッピング

京ごえん 三島市 本町１－２７　本町山口ビル１Ｆ西 飲食店

和食蒲焼高田屋 三島市 本町１－４１ 飲食店

寿しの勘一 三島市 本町３－１６ 飲食店

Aguhairlark三島本町タワー店 三島市 本町３－２９　三島本町タワーアネックス　２
Ｆ サービス

ミシマトイス 三島市 本町３－３５ ショッピング

VITIS vineria 三島市 本町６－１８　青島ビル１Ｆ 飲食店

からあげ大ちゃん三島松本店 三島市 松本２６６－１ ショッピング

エッグマート松本店 三島市 松本３７１－２ ショッピング

焼肉 すみ牛 三島市 栄町２－２０ 飲食店

マカロニ市場 三島店 三島市 梅名５４５－１ 飲食店

スエヒロ館　三島店 三島市 玉川８－１ 飲食店

トータルカーショップ ブーン 三島市 竹倉１１１－６ サービス

紳士服 アダルト 三島市 緑町１５－１０ ショッピング

ル・ヴァン・ドゥ 三島市 芝本町１０－９ サービス

coron 三島市 芝本町５－２７　杉山ビル１Ｆ＋２Ｆ サービス

風土 芝本町店 三島市 芝本町９－１２ 飲食店

anchor．hairdesign 三島市 萩１０９－１ サービス

三島ブックセンター 三島市 萩２６７－１ ショッピング

スギヤマ洋品店 芙蓉台店 三島市 萩２９９ ショッピング

焼肉 松玄 三島市 萩３５９－１　太陽ビル１Ｆ 飲食店

焼肉房 三島市 萩４７ 飲食店

ラコ・エース三島店 三島市 萩６９９－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鮨処 もろこし 三島市 谷田２４０－７ 飲食店

スーパーカドイケ三島青木店 三島市 青木１４３－５ ショッピング

デムニス三島アセンブルバイチクマ 三島市 青木９７ ショッピング

土藤商店 下田市 三丁目６番３０号　 ショッピング

フォンテーヌ 下田市 吉佐美１４６９－１ 飲食店

チクマ下田ラックススタイル 下田市 吉佐美３９０－１ ショッピング

さかなや 下田市 外ヶ岡１－１ 飲食店

まるごと下田館 下田市 外ヶ岡１－１ ショッピング

下田時計台フロント飲食 下田市 東本郷１－５－２ 飲食店

ハンディホームセンター 下田店 下田市 河内５２－１ ショッピング

ハナカフェ 白浜マリ－ナ 下田市 白浜２７５２－１６ 飲食店

美容室タイガー 下田市 西本郷１－９－５ サービス

ムラカミ書店 アネックス店 下田市 西本郷２－５－６ ショッピング

ぐり茶の杉山 伊豆高原店 伊東市 八幡野１１０５ ショッピング

愛犬の駅 伊東市 八幡野１１３５－１ 飲食店

MIRO 伊豆高原店 伊東市 八幡野１１３９－４ ショッピング

ミクニ 伊豆高原 伊東市 八幡野１１７２－２ 飲食店

伊豆高原ビール　うまいもん処 伊東市 八幡野１１８０ 飲食店

花まる銀彩伊豆高原店 伊東市 八幡野１１８０－１８ 飲食店

ナガヤ八幡野店 伊東市 八幡野１１８４－１－１ ショッピング

The Salon IZU 伊東市 八幡野１２５３－２５ 飲食店

旬席ふみ 伊東市 八幡野１３０６－５４ 飲食店

山幸ひもの店 伊東市 八幡野１７５９－７５０ ショッピング

彩月 伊東市 十足６１５－１２０ 飲食店

天冨良 天美 伊東市 十足６１５－１５０ 飲食店

ナガヤ株式会社 鎌田店 伊東市 南町２－１１８－１ ショッピング

市川製茶吉田店 伊東市 吉田５７４－２ ショッピング

居酒屋「澄」 伊東市 吉田７１５－２ 飲食店

チクマ伊東 伊東市 吉田７５７－３６ ショッピング

幸建 伊東市 吉田９１４－１２ ショッピング

備屋珈琲店　伊豆高原店 伊東市 大室高原１０－３１３ 飲食店

ナガヤ株式会社 桜田店 伊東市 宇佐美１６２２－１ ショッピング

ひらやま宇佐美店 伊東市 宇佐美１６５３－１ ショッピング

山六ひもの 宇佐美店 伊東市 宇佐美岩松３１１１－６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アストン 伊東市 宮川町１－６－１２ ショッピング

和むら総本店 伊東市 富戸１００７－２７ 飲食店

イベリア・インテリア・ギャラリー 伊東市 富戸１０２６－２１　イベリア ショッピング

伊豆ぐらんぱる公園レストランぐらん亭 伊東市 富戸１０９０ 飲食店

伊豆よりみち本舗 伊東市 富戸１０９０ 飲食店

KENNY’SHOUSECAFE 伊東市 富戸１０９０ 飲食店

伊豆高原ビール本店 伊東市 富戸１１０３－２１ 飲食店

伊豆高原地元食材イタリアン ミラコ 伊東市 富戸１３１７－１１２１ 飲食店

伊豆シャボテン動物公園レストランギボン亭 伊東市 富戸１３１７－１３ 飲食店

スーパーうわみつじ 伊東市 富戸６８１ ショッピング

太田水産 魚処 おお田 伊東市 川奈１２２５－２５１ 飲食店

石舟庵 川奈店 伊東市 川奈１２５５－９０ 飲食店

そば処 砂場 伊東市 川奈１２５６－４５ 飲食店

リストランテ　ラ・ヴィータ・エ・ベッラ 伊東市 川奈１４３９－１　 飲食店

ステーキ池田 伊東市 広野２－４－８ 飲食店

炭火焼肉 七福 伊東市 松原本町１０－９ 飲食店

和食家　一粋 伊東市 松原本町１４－１５　 飲食店

ブラッスリーシュシュ 伊東市 桜ガ丘１丁目３－２０　クレール桜ヶ丘１Ｆ 飲食店

味の店　五味屋 伊東市 湯川１－１２－１８ 飲食店

石舟庵 湯の花店 伊東市 湯川１－１４－１５ 飲食店

入船伊東駅前店 伊東市 湯川１－１６－１０ 飲食店

成木屋 伊東市 湯川１－１６－１８ 飲食店

石舟庵 伊東駅店 伊東市 湯川３－１２－１ 飲食店

いずちゅう 伊東駅店 伊東市 湯川３－１２－１ ショッピング

石舟庵 湯川店 伊東市 湯川４－１３－１ 飲食店

伊豆高原ビール伊東マリンタウン店 伊東市 湯川５７１－１９ 飲食店

茶房伊豆自然生活 伊東市 湯川５７１－１９ ショッピング

磯丸 伊東店 伊東市 湯川５７１－１９ ショッピング

伊豆中 マリンタウン店 伊東市 湯川５７１－１９　伊東マリンタウン ショッピング

伊豆浜焼本舗 伊東市 湯川５７１－１９　伊東マリンタウンバザール
棟　２Ｆ 飲食店

海を見ながら食べると幸せになるアイス 伊東市 湯川５７１－１９　伊東マリンタウン内 ショッピング

伊豆高原プリン伊東マリンタウン店 伊東市 湯川５７１－１９　伊東マリンタウン内 ショッピング

伊豆中 ばんばん食堂 伊東市 湯川５７１－１９　道の駅伊東マリンタウン　
２Ｆ 飲食店

市川製茶湯の花通り店 伊東市 猪戸１－２－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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山茶花 本店 伊東市 猪戸１－５－３２ 飲食店

平田屋ひもの店 伊東市 猪戸１－５－４７ ショッピング

すしの寿々丸 伊東市 猪戸１－８－３６ 飲食店

いで湯っこ市場 伊東市 玖須美元和田７１５－２６ ショッピング

本のサガミヤ デュオ店 伊東市 玖須美元和田７２０－１４３ ショッピング

ナガヤ 玖須美店 伊東市 竹の内２－７－３５ ショッピング

ナガヤ 荻店 伊東市 荻１５７－３ ショッピング

食堂居酒屋 風来坊 伊東市 荻４００－１５ 飲食店

ハンディホームセンター 伊東店 伊東市 荻７３６ ショッピング

ぐり茶の杉山 本店 伊東市 銀座元町７－２５ ショッピング

カルビ一丁大仁店 伊豆の国市 中島４１－１ 飲食店

いちごプラザ大福や 伊豆の国市 南江間１７８８－２ 飲食店

あやめ寿し 伊豆の国市 古奈３８ 飲食店

メディアポリス 伊豆の国大仁店 伊豆の国市 吉田３９５ ショッピング

ぼんど〜る 修善寺店 伊豆の国市 大仁８８０－１ 飲食店

ラコ・エース伊豆長岡店 伊豆の国市 寺家７２８ ショッピング

ハンディホームセンター 大仁店 伊豆の国市 田京１４１－１ ショッピング

小戸橋製菓 大仁店 伊豆の国市 田京１５４－６ 飲食店

いちごBonBonBerry伊豆の 伊豆の国市 田京１９５－２ 飲食店

株式会社大仁まごころ市場 伊豆の国市 田原野４４０－４ ショッピング

伊豆の国パノラマパーク・レストラン 伊豆の国市 長岡２６０－１ 飲食店

居酒屋いきぶし 伊豆市 修善寺７６１－１２ 飲食店

スーパーカドイケ中伊豆店 伊豆市 城５４－１ ショッピング

ブルワリーガーデン修善寺 伊豆市 大平１０５２－１　３Ｆ 飲食店

TOKYORUSKIZUFACTORY 伊豆市 市山５５０ 飲食店

小戸橋製菓 本店 伊豆市 月ヶ瀬５８０－６ 飲食店

農の駅 伊豆 伊豆市 柏久保１０８ ショッピング

和楽 伊豆市 柏久保１３５５ 飲食店

丸岩安藤わさび店 浄蓮の滝売店 伊豆市 湯ケ島８９２－２（滝下） ショッピング

森島米店 伊豆市 青羽根３４９　 その他

AUBEhairclover名古屋3号店 名古屋市中村区 名駅４丁目４－１９　ミスズビル　２Ｆ サービス

森の茶本舗 やまちょう本店 周智郡森町 一宮３９５６－１ ショッピング

おさだ苑本店 周智郡森町 森１５２２－１ ショッピング

フーズアイランド森町店 周智郡森町 森１６５７－２１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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森の市 周智郡森町 森１７３１－２ ショッピング

菓匠あさおか 周智郡森町 草ヶ谷３８９－１ 飲食店

焼肉京昌園富士宮店 富士宮市 ひばりが丘１４７ 飲食店

mamerukitchen 富士宮市 万野原新田３０６３－１ 飲食店

洋風居酒屋びりーぶ 富士宮市 万野原新田３３７８－１２８ 飲食店

デイズ 万野原店 富士宮市 万野原新田４１６５－１ ショッピング

よどばしデイズ 三園平店 富士宮市 三園平４５７－２ ショッピング

富士ミルクランドレストラン 富士宮市 上井出３６９０ 飲食店

スーパーマルシュウ 富士宮市 下条８０－２ ショッピング

ろばた樹苑 富士宮市 中央町１４－９ 飲食店

FUJIYAMA TAPAS 富士宮市 中央町５－１３ 飲食店

魚匠樹苑 富士宮市 中央町７－８ 飲食店

一の字 富士宮市 元城町４－５　 飲食店

トーカイ 富士宮店 富士宮市 前田町６７ ショッピング

会館志ほ川 富士宮市 城北町６６７　 飲食店

ナカガワ 富士宮市 城北町９５ ショッピング

ファーマーズマーケット う宮〜な 富士宮市 外神１２３ ショッピング

dimanche matin 富士宮市 外神２１９１－１１ 飲食店

肉のむらまつ 富士宮市 大中里７８４－１２ ショッピング

割烹 竹の子 富士宮市 大宮町１６－１２ 飲食店

Mt．Fuji Brewing 富士宮市 大宮町４－５ 飲食店

海鮮料理もちわ 富士宮市 安居山７０３－２０ 飲食店

富士高砂酒造株式会社 富士宮市 宝町９－２５ ショッピング

美容室CHERIE 富士宮市 宮北町１２５－３ サービス

チキンハウス 富士宮市 宮原５４１－５ ショッピング

ホルモンダイニングHANABI 富士宮市 宮原６１２－１　Ｍビル１０３ 飲食店

さの萬 富士宮市 宮町１４－１９ ショッピング

肉匠坂井富士宮バイパス店 富士宮市 富士見ヶ丘４３７－３ 飲食店

山田屋酒店 富士宮市 山宮２６４９－３ ショッピング

hairmakeONE 富士宮市 東阿幸地１－２ サービス

かつや静岡富士宮店 富士宮市 東阿幸地２４ 飲食店

マインマート富士宮店 富士宮市 東阿幸地７０１ ショッピング

ビュッフェ　レストラン　ふじさん 富士宮市 根原４４９ー１０ 飲食店

ニクノスズキ 富士宮市 浅間町４－４ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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CASA DE ヨコヤマ 富士宮市 淀師１１１７－８ ショッピング

うるおいてい 富士宮市 淀師４１５－２ 飲食店

銀座スエヒロ富士店 富士宮市 猪之頭１１３８－２ 飲食店

カフェ＆ショップ ロータスランド 富士宮市 猫沢２３９－９ 飲食店

老舗焼肉 めいげつえん 富士宮市 阿幸地町３５ 飲食店

焼肉きんぐ富士宮店 富士宮市 阿幸地町７３４－１ 飲食店

れっどぱ－る 富士宮市 青木１３３ ショッピング

フルーリス 富士宮市 黒田１１０－２６ 飲食店

ボンヌ・ジュルネ富士宮店 富士宮市 黒田１７８－８ 飲食店

安楽亭　富士中島店 富士市 中島５３４－３ 飲食店

Hair salon JAZOO 富士市 今泉１６９０－１ サービス

おおつき 富士市 伝法２５２９－１ 飲食店

ハヤブサ 伝法店 富士市 伝法２８０８－３ ショッピング

スーパー山内 富士市 伝法２８６５－５ ショッピング

かつ政 鷹岡店 富士市 入山瀬５９９－１ 飲食店

米えにし 富士市 入山瀬５９９－１ 飲食店

富士鑑定団 富士市 八代町４－１７ ショッピング

和楽房尚奄 富士市 前田８６１－３０　 飲食店

佐久寿し 富士市 加島町５－１３ 飲食店

グロースヴァルト清水店 富士市 南松野２０６６－１ ショッピング

ファミーユ 富士市 厚原１９３８－１７ 飲食店

MECCA 富士市 厚原７７５－１ サービス

富士江崎書店 富士市 原田６１－５ ショッピング

居酒屋　しぶや 富士市 吉原２丁目６－１　 飲食店

はせ川 富士市 吉原３－３－１４ 飲食店

京昌園本店 富士市 吉原４－５－７ 飲食店

かつ政 富士岡店 富士市 富士岡２７５－１ 飲食店

丸鶏HAKOZAKI 富士市 川成島６４０ 飲食店

まるごと駿河湾 富士市 川成島６５４－１０　新富士駅　１Ｆ 飲食店

エテルナ 富士店 富士市 日乃出町１２ ショッピング

タイヤガーデン富士インター 富士市 日乃出町５ ショッピング

アストロプロダクツ 富士店 富士市 本市場２１０－１ ショッピング

炭火焼肉屋さかい富士本市場店 富士市 本市場３６－１ 飲食店

美容室ル・シード 富士店 富士市 本市場新田５５－１ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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あおい書店 富士店コミック館 富士市 本市場町１００５ ショッピング

（株）インク富士本市場町店 富士市 本市場町８８８ ショッピング

Food＆Bar Zack 富士市 本市場町９１９ 飲食店

クラフトハートトーカイ富士店 富士市 本市場町９６６ ショッピング

あおい書店 富士店 富士市 本市場町９９５ ショッピング

焼肉牡丹苑 富士市 本町４－６　スカイビル　２Ｆ 飲食店

ビストロ ユイット 富士市 本町９－１９ 飲食店

ホルモン焼肉四天王 富士市 松岡１１３５－１０ 飲食店

焼肉玉起園 富士市 森島１０２－２ 飲食店

COLOR’S 富士市 水戸島１－５－７ サービス

旬料理　加とお 富士市 水戸島元町９－１６　 飲食店

赤から富士店 富士市 永田町１－１２４－３ 飲食店

ぼんど〜る富士店 富士市 永田町２－６４ 飲食店

京昌園 はなれ店 富士市 永田町２－７９－１ 飲食店

焼肉きんぐ 富士店 富士市 永田町２－９２ 飲食店

レクアシォン 富士市 津田町１０１－１ 飲食店

かつ政 津田店 富士市 津田町５６－１ 飲食店

寿し処いとう 富士市 浅間上町１－４　 飲食店

NUDIE 富士市 浅間上町２１－４０ サービス

ベルセーブ 富士市 浅間本町１－４９ ショッピング

串かつ こぞう 富士市 浅間本町２－２７　１Ｆ 飲食店

美容室F 富士市 浅間本町４－８　 サービス

和食処まさご 富士市 浅間本町７－１０ 飲食店

Kaeru 富士市 瓜島町１４２ サービス

トップゴルフ工房 富士市 瓜島町１７６－１　 ショッピング

やきとり釜飯王将 富士市 瓜島町４６ 飲食店

花のむらせ 富士市 瓜島町５１ ショッピング

焼肉京昌園別館 富士市 瓜島町５５ 飲食店

かつや静岡富士店 富士市 瓜島町７８ 飲食店

すみやグッディ 富士店 富士市 瓜島町７９ ショッピング

Lagu 富士市 瓜島町９３　ツインズマンションＴ－１５ サービス

ライコランド富士店 富士市 田島１２４－１ ショッピング

デジタルフォトショップスマイル 富士市 米之宮町 １７番デジタルフォトショップＳｍｉ
ｌｅ ショッピング

人形のみやひで 富士市 米之宮町２８ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ボンヌ・ジュルネアンファン 富士市 緑町５－１５ 飲食店

一二三庵 富士市 緑町８－１１ 飲食店

どんどん 富士店 富士市 荒田島町７－２５ 飲食店

ヒライモータース 富士市 蓼原１６４－５ サービス

タイヤ館 富士 富士市 蓼原５９－１ ショッピング

アップガレージ静岡富士店 富士市 蓼原９２－１ ショッピング

わたやす富士店 富士市 蓼原町１６６８ ショッピング

MIWA QUEEN 富士市 蓼原町１６７３－２ ショッピング

くいしん坊 富士市 錦町１－１３－２０ 飲食店

チャイニーズレストラン 福家 富士市 青島町２２１－１ 飲食店

ゆず庵 富士青島店 富士市 青島町２６９ 飲食店

焼肉ふじみ 富士市 青島町２７２ 飲食店

紙と文具 いでかみ 富士市 青葉町３１１ ショッピング

富士甲羅本店　八宏園 富士市 青葉町５３０ 飲食店

安心堂富士店 富士市 青葉町７９ ショッピング

市川家具センター 富士店 富士市 高島町７ ショッピング

京昌園 富士南店 富士市 鮫島３７０－１ 飲食店

酒やビック島田店 島田市 中溝町１５３１－１２ ショッピング

酒やビック島田南町店 島田市 南１－４－３３ ショッピング

Mr．ぶんぐ島田店 島田市 御仮屋町７５２３－１ ショッピング

まんさいかん島田 島田市 御仮屋町８８６６ ショッピング

寿司幸 島田市 扇町１４－４ 飲食店

島田書店花みずき店 島田市 旗指４８８－１ ショッピング

鮨　天ぷら　政 島田市 日之出町１－６　 飲食店

株式会社清水屋 島田市 本通２－５－５ 飲食店

蕎麦　雪月花 島田市 本通２丁目３－４　 飲食店

グラッパ 島田市 本通４丁目８２４８　 飲食店

ジョイプラザ島田店 島田市 東町１１０９ ショッピング

焼肉處十々 島田店 島田市 栄町１－１ 飲食店

ふじの 島田市 栄町１－２３　 飲食店

おおいなび 島田市 竹下６２ ショッピング

かつとき本店 島田市 道悦１－１１－２４ 飲食店

ステーキハウス成しま島田店 島田市 道悦１－１２－３４ 飲食店

どんどん 島田店 島田市 道悦１－１３－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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とろろ屋ととろ 島田市 金谷富士見町３１７２ 飲食店

スーパーカネハチ初倉店 島田市 阪本１４６２－１ ショッピング

東海苑 島田市 阪本４３－１ 飲食店

お茶の佐寿喜園 島田市 阪本９３８－１ ショッピング

（株）スーパーラック浜岡店 御前崎市 佐倉２９９１－２ ショッピング

パシフィックカフェ 御前崎 御前崎市 御前崎１５６５－２ 飲食店

OHANA 御前崎市 池新田５５３０－２　 飲食店

サンサンクックぐみ沢店 御殿場市 ぐみ沢１３９０ ショッピング

TOSHIOSERIZAWABARBER 御殿場市 二の岡１－１－２ サービス

サンサンクック保土沢店 御殿場市 保土沢１１５７－６８５ ショッピング

レストランクラップ 御殿場市 山之尻１０４３－４ 飲食店

旬菜やま城 御殿場市 山之尻９９６－１ 飲食店

武藤精肉店 御殿場市 川島田４４２－８ ショッピング

酒のいわせ 御殿場市 川島田４４５－１ ショッピング

ショッピングセンターエピ 御殿場市 川島田５３２－１ ショッピング

しまだ酒店 御殿場市 川島田６１８ ショッピング

フロ－リストババ 御殿場市 川島田６４７ ショッピング

ブランジェベックファン 御殿場市 川島田６５１ ショッピング

中国料理 quan 御殿場市 川島田７９３－３　ヴィラメゾンサイトウ２　
１Ｆ 飲食店

トーカイ 御殿場店 御殿場市 新橋１５３７－５ ショッピング

みなみ妙見 御殿場市 新橋１７０６　 飲食店

ルシードスタイルチェル 御殿場市 新橋１９１２－１ サービス

ご馳走家えびす 御殿場市 新橋１９３６－５ 飲食店

大衆ビストロ2918 御殿場市 新橋１９３８－１０ 飲食店

炭火焼肉29おおむら 御殿場市 新橋１９４１－１ 飲食店

妙見 御殿場市 新橋１９８３ 飲食店

スペイン炭火焼　BARBARO 御殿場市 新橋１９９２－５　 飲食店

きっさこ 御殿場市 新橋１９９８　中田プラザ１Ｆ 飲食店

さ々家 御殿場市 新橋２００１－９ 飲食店

和食　一楽 御殿場市 新橋６３０－３ 飲食店

名鉄菜館 御殿場市 新橋７３２－１ 飲食店

合資会社石川商店 インター店 御殿場市 新橋７３７－３ ショッピング

ナガイストアー 御殿場市 杉名沢３６７－１ ショッピング

とらや工房 御殿場市 東山１０２２－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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炭火焼・うなぎ・牛重「ひがし山」 御殿場市 東山２８８－３ 飲食店

MAISON　KEI 御殿場市 東山５２７－１ 飲食店

DOG DEPT GARDEN 御殿場店 御殿場市 東山７７１－１ ショッピング

神田きくかわ　御殿場店 御殿場市 東山９６４－６ 飲食店

SUMMER HOUSE 御殿場市 東田中１－１８－１５ ショッピング

ヤマトヤ御殿場本店 御殿場市 東田中１－１８－１８ ショッピング

ミートピアホートク東田中店 御殿場市 東田中１－５－２４ ショッピング

エテルナ 御殿場店 御殿場市 東田中１－５－３０ ショッピング

焼肉よしの東田中店 御殿場市 東田中１００１－５ 飲食店

ウエストウッド 御殿場市 東田中１０２５－１１　杉山ビル第１　２Ｆ 飲食店

えびせんべいの里 御殿場店 御殿場市 東田中１２３４－１ 飲食店

たから亭 御殿場市 東田中１７６６－７ 飲食店

メディアポリス 御殿場店 御殿場市 東田中２－２－１ ショッピング

御殿場駅近く　鰻のひろ田 御殿場市 東田中８７０－１ 飲食店

ステーキ食堂 御殿場 御殿場市 神場１２２８ 飲食店

炭火焼肉 するが 御殿場市 神山１６７０－１８６ 飲食店

旬膳処　茶目 御殿場市 神山７１９ 飲食店

御殿場高原ビール　麦畑 御殿場市 神山７１９ 飲食店

御殿場高原スイーツ 御殿場市 神山７１９ 飲食店

チョコレート工房 御殿場市 神山７１９ 飲食店

サンサンクック神山店 御殿場市 神山８５０－１ ショッピング

御殿場肉処くうら 御殿場市 竈１０３２ 飲食店

びっくりドンキー御殿場店 御殿場市 茱萸沢１２２６－３ 飲食店

くうかい 御殿場市 茱萸沢１３９５－９ 飲食店

こだわりとんかつかつ榮御殿場店 御殿場市 茱萸沢１９３－２ 飲食店

鮨　しゃぶしゃぶ　和食　ふくふく 御殿場市 茱萸沢１９４ 飲食店

ファーマーズ御殿場 御殿場市 茱萸沢５ ショッピング

インド料理ガンジス川御殿場店 御殿場市 萩原２０９－２ 飲食店

イタリアンパスタ バンビーナ 御殿場市 萩原７１－１５ 飲食店

エンジェルズ·ドア 御殿場市 萩原７１５－３　麻生ビル１Ｂ ショッピング

カルビ一丁御殿場 御殿場市 萩原８１５－１ 飲食店

かつや静岡御殿場店 御殿場市 萩原字カリヤツカ６２－２１ 飲食店

APOLLON 御殿場市 西田中６６ サービス

掛川スーパーマーケット三笠店 掛川市 上西郷字加島５３９ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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flavor float 掛川市 下垂木１０４５－３ サービス

さるなし屋 掛川市 下垂木２８８９ 飲食店

掛川スーパーマーケット中央店 掛川市 中央２－１２－１ ショッピング

チェントコーゼ掛川店 掛川市 南２－７－１　中村ビル２Ｆ ショッピング

季節料理月さやか 掛川市 南２－８－１　ニュータウンビル１０２ 飲食店

ヘアーデザイン PS 掛川市 城西２－１４－２０ サービス

ベイシア電器 大東店 掛川市 大坂６０１－１ ショッピング

きみくらカフェ 掛川市 大池２２４２－１ 飲食店

ジーンズショップオサダ 掛川店 掛川市 大池２７６９－１ ショッピング

どんどん 掛川店 掛川市 大池２９０１－１ 飲食店

ドリーム掛川店 掛川市 大池２９９８－１ ショッピング

シューズショップみつぼし バロー掛川店 掛川市 大池５３９ ショッピング

焼肉屋さかい 掛川店 掛川市 大池６３５－３ 飲食店

アップガレージ静岡掛川店 掛川市 大池７０４－１ ショッピング

おいもスイ－ツ専門店おいもや 掛川市 大渕９６４１ ショッピング

トーカイ 掛川店 掛川市 天王町４ ショッピング

又一庵 掛川店 掛川市 宮脇１－１５－５ 飲食店

ル・レーヴ 掛川駅前店 掛川市 小鷹町１９４　ＭＴビル　１Ｆ サービス

新鮮安心市場 さすが市 掛川市 弥生町２３４ ショッピング

武寿司 掛川市 掛川２９ 飲食店

華月苑 掛川市 本郷２１１－１ 飲食店

Mr．ぶんぐ掛川店 掛川市 矢崎町３－１０ ショッピング

ピックアップ掛川店 掛川市 細田２０５－１ ショッピング

勝富　掛川店 掛川市 細田２１０ 飲食店

サンゼン葛川店 掛川市 葛川１０９６－１ ショッピング

寅や 掛川市 葛川１１７７－２　 飲食店

寅や 掛川市 葛川１１７７－２ 飲食店

や台ずし 掛川駅北口町 掛川市 駅前５－１２ 飲食店

掛川味匠本丸 甚八 掛川市 駅前８－５ 飲食店

煮ものや　のら 掛川市 高御所７８－７　 飲食店

焼津谷島屋 吉田店 榛原郡吉田町 住吉１２７７－４ ショッピング

うな平 榛原郡吉田町 住吉１３８６－１ 飲食店

松浦食品 直売店 榛原郡吉田町 住吉１４２５－５ 飲食店

スーパーカネハチ住吉店 榛原郡吉田町 住吉２８９４－２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かねまる 榛原郡吉田町 片岡１５４０－８ ショッピング

鰻八木秀 飲食 榛原郡吉田町 片岡２４９７ 飲食店

スーパーカネハチ片岡店 榛原郡吉田町 片岡２９１ ショッピング

スーパーカネハチ川尻店 榛原郡吉田町 片岡３８７０ ショッピング

ハードオフ吉田インター店 榛原郡吉田町 神戸５３８－１ ショッピング

安心堂 沼津店 沼津市 三枚橋４２７－２ ショッピング

どんどん 沼津店 沼津市 三枚橋町１４－１ 飲食店

鉄板焼 会 沼津市 上土町１００－１ 飲食店

美食倶楽部 蓮 沼津市 上土町１２　東方ビル　２Ｆ 飲食店

Grandma 沼津市 上土町６３ ショッピング

シースリー沼津店 沼津市 上土町７８ ショッピング

寿屋杉本商店 沼津市 上土町８５ ショッピング

かつや沼津香貫店 沼津市 上香貫１３９３ 飲食店

すし処京丸 沼津市 上香貫槇島町１３３６－１８ 飲食店

（有）奥和shop和助 沼津市 下河原町５１－２ ショッピング

炭火焼肉屋 さかい 沼津香貫店 沼津市 下香貫上障子３９８－１ 飲食店

BAKE＆CAKE Perle（ペルル） 沼津市 下香貫八重２３－１ 飲食店

雅心苑 リヴァージュ洋菓子店 沼津市 下香貫柿原２８８５－２ 飲食店

かつや静岡沼津店 沼津市 共栄町１８－７ 飲食店

焼肉きんぐ 沼津店 沼津市 北高島町４－３ 飲食店

マルサン書店 駅北店 沼津市 北高島町８－６ ショッピング

マルヤ水産 港「直営店」 沼津市 千本港町１００－１ ショッピング

さかなや千本一 沼津市 千本港町１０１　３Ｆ 飲食店

沼津かねはち 沼津市 千本港町１０９ 飲食店

なな輝 沼津市 千本港町１０９　大信センタービル　１Ｆ 飲食店

カネキン露長商店 沼津市 千本港町１１４－２ ショッピング

すし処 古川 沼津市 千本港町１１５－４ 飲食店

（有）双葉寿司 沼津市 千本港町１２１－８ 飲食店

魚問屋 千漁家 沼津市 千本港町１２８－１ 飲食店

みとも水産 沼津市 千本港町１２８－１　沼津みなと新鮮館 ショッピング

すし廻転うお亭 沼津市 千本港町１２８－３　イーノ２Ｆ 飲食店

沼津魚市場食堂 沼津市 千本港町１２８－３　沼津魚市場ＩＮＯ　２Ｆ 飲食店

TONY’SHONOLULUNumazu 沼津市 千本港町１２８－３　沼津魚市場ＩＮＯ　２Ｆ 飲食店

FISHMARKETTAPROOM 沼津市 千本港町１９－４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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海鮮丼 佐政 沼津市 千本港町８３ 飲食店

PORTUS 沼津市 千本港町８３ 飲食店

faith 沼津市 原１５３７－１ サービス

居酒屋海王 沼津市 原７７２－３　 飲食店

かつ政 原店 沼津市 原町中２－１３－１１ 飲食店

丸茂芹澤酒店 沼津市 吉田町２４－１５ ショッピング

ラコ・エース沼津店 沼津市 大塚８８８－５ ショッピング

J－STYLE沼津店 沼津市 大岡１３３０－１　ウォルマート西友沼津大岡
店　１Ｆ サービス

トーカイ 沼津店 沼津市 大岡１９５６－６ ショッピング

からあげ大ちゃん沼津大岡店 沼津市 大岡２１３２－２　河野アパ－ト１０１ ショッピング

Soil AVEDA「ソイル アヴェダ」 沼津市 大岡２４７０ サービス

リノアージュ 沼津市 大岡２４７３－５ サービス

沼津ぼんどーる 沼津市 大岡２８７０－２ 飲食店

スーパーカドイケ本店 沼津市 大岡３１６４－４ ショッピング

REIRS 沼津市 大岡３４７－３２ サービス

アストロプロダクツ 沼津店 沼津市 大岡３９５－７ ショッピング

ALDO 沼津市 大岡５１－１ サービス

憩いや酵素風呂 沼津市 大岡自由ヶ丘１９７９－７ サービス

シザーズ牛若丸沼津Bivi店 沼津市 大手町１－１－５　Ｂｉｖｉ１Ｆ サービス

駿河湾沼津海いち 沼津市 大手町１－１－５　Ｂｉｖｉ沼津　１Ｆ 飲食店

VINSENTBivi沼津 沼津市 大手町１－１－５　Ｂｉｖｉ沼津　１Ｆ 飲食店

串カツ田中Bivi沼津店 沼津市 大手町１－１－５　Ｂｉｖｉ沼津　１Ｆ 飲食店

ドンク 沼津イーラde店 沼津市 大手町１－１－６　イーラｄｅ　１Ｆ 飲食店

雅心苑イーラde店 沼津市 大手町１－１－６　イーラｄｅ　１Ｆ 飲食店

クロスオーバー イーラde沼津 沼津市 大手町１－１－６　イーラｄｅ　２Ｆ ショッピング

インク沼津イーラde店 沼津市 大手町１－１－６　イーラｄｅ　２Ｆ ショッピング

ヴィノスやまざき 沼津店 沼津市 大手町１－１－６　イーラｄｅ　Ｂ１Ｆ ショッピング

Peak沼津イーラデ店 沼津市 大手町１－１－６　イーラデ　１Ｆ ショッピング

おでん・居酒屋 飛騨 沼津市 大手町１－２－５ 飲食店

boozu 沼津市 大手町２－９－３　ハスイケビル１Ｆ サービス

葉山珈琲 沼津駅前店 沼津市 大手町３－３－８　ＨＩビル　１Ｆ 飲食店

わたやす沼津駅前本店 沼津市 大手町３－４－５ ショッピング

彩り居酒屋花の菜 沼津市 大手町３－６－２７　内野ビル　２Ｆ 飲食店

松浦商店 沼津市 大手町３－９－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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の 沼津市 大手町４－７－３　ロケットビル サービス

ベルサイユのバル 沼津市 大手町４丁目５－４　遊楽館ビル１階 飲食店

旬彩酒房 小梅 沼津市 大手町５－１３－３ 飲食店

レストランシャポー 沼津市 大手町５－１３－３　西側　１Ｆ 飲食店

うお鶏沼津店 沼津市 大手町５－２－１　小島ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

とり宇 沼津市 大手町５－２－５ 飲食店

おっこん雅 沼津市 大手町５－３－１４ 飲食店

や台ずし 沼津駅南口町 沼津市 大手町５－３－２０ 飲食店

鮪小屋本店 沼津市 大手町５－３－３ 飲食店

沼津しらゆり 沼津市 大手町５－３－４ ショッピング

ワシントン 靴店 沼津市 大手町５－３－６ ショッピング

蕎麦居酒屋えびす庵 沼津市 大手町５－４－１ 飲食店

4SEASONG 沼津市 大手町５－４－１８ ショッピング

韓国焼肉　鍋　明洞 沼津市 大手町５丁目７－２１　アクシスビル２１Ｆ中 飲食店

太陽リサイクル 沼津市 大諏訪７１２－１ ショッピング

ウシワカマル パイレーツ 沼津店 沼津市 宮前町１１－１ サービス

メディアポリス 沼津リコー通り店 沼津市 寿町２３－３３ ショッピング

アップガレージ 沼津店 沼津市 岡一色５４－１ ショッピング

串屋　グルメ店 沼津市 岡宮１２４８－３ 飲食店

中国料理東王 沼津市 岡宮１２４８－３ 飲食店

寿し和食ひろちゃん 沼津市 岡宮１３２０－６ 飲食店

レストラン　サングリア　沼津東名店 沼津市 岡宮１３２０－８ 飲食店

SWAG 沼津市 岡宮２７５　椎田建設ビル１Ｆ サービス

ワイズ 沼津市 庄栄町１－５　鈴木ビル　１Ｆ 飲食店

鮨有川 沼津市 御幸町１７－２３ 飲食店

鮨処 匠 沼津市 御幸町１８－６ 飲食店

丸吉食堂 沼津市 戸田５６６－２ 飲食店

さかなや魚清 沼津市 戸田５８０ 飲食店

美容室フォ－リス 沼津市 新宿町１２－４　プリンスビル　１Ｆ サービス

SECESSiON 沼津市 新宿町１６－４　１Ｆ ショッピング

Aguhairbright沼津 沼津市 新宿町１７－１１　上野ビル　１Ｆ サービス

le renom 沼津市 新宿町６－５ 飲食店

マカロン牛若丸 沼津店 沼津市 新沢田町１９－４０ サービス

うなぎ処京丸 沼津市 春日町３３－７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鮨庵さいとう　本店 沼津市 春日町４７－２ 飲食店

志摩津 沼津市 本千本郷林１９０７－１５５ 飲食店

鮨物語わたなべ 沼津市 本新町４０１－１ 飲食店

肉の古安 沼津市 本町４０　 飲食店

沼津農園 沼津市 本郷町２５－３０ ショッピング

お魚ダイニングHiro 沼津市 杉崎町１２－１８ 飲食店

ステーキのあさくま沼津店 沼津市 東椎路４８０－３ 飲食店

日本料理　真乃文 沼津市 添地町１１７　半田ビル１Ｆ 飲食店

やきとりふる里梅吉 沼津市 添地町１３４ 飲食店

焼肉レストラン 八福 沼津市 添地町６４ 飲食店

ゲーマーズ沼津店 沼津市 添地町７２　青秀ビル　１Ｆ ショッピング

三園 沼津市 玉江町２－２３ 飲食店

Baker’s Dozen 沼津市 町方町９－１ 飲食店

雅心苑金岡店 沼津市 筒井町１－３ 飲食店

赤から沼津店 沼津市 米山町１－５ 飲食店

すみやグッディ 沼津店 沼津市 緑ヶ丘２－５ ショッピング

カーテンじゅうたん王国 沼津店 沼津市 緑ヶ丘３－３ ショッピング

焼肉 明日香 沼津市 緑ヶ丘５－１　１Ｆ 飲食店

ジーンズショップオサダ 沼津バイパス店 沼津市 花園町１０－３ ショッピング

R lash 沼津市 花園町１１－１１ サービス

ウヴリール 沼津市 若葉町１－５６　ヤマユ森マンション　１Ｆ　
北 サービス

東京書店沼津店 沼津市 西椎路１１２－１ ショッピング

旋 沼津市 西椎路２９９　 飲食店

フィットハウス 沼津店 沼津市 西沢田４８１番地 ショッピング

寿し　やまもと 沼津市 西間門２－２－１８ 飲食店

カレーハウス ジブ 足高店 沼津市 足高４７８－２ 飲食店

hair room Nico 沼津市 青野９９－５ サービス

居酒屋出世 沼津市 高島本町５－４　鈴木マンション　１Ｆ 飲食店

カルビ一丁沼津店 沼津市 高島本町８－５６ 飲食店

丸惣小川くだもの 沼津市 高島本町９－６ ショッピング

フレンチラパンアジル 沼津市 高島町１－１２ 飲食店

美容室 akari 沼津市 高島町１２－８ サービス

大衆酒場イマさん 沼津市 高島町３－１ 飲食店

旬海 沼津市 高島町５－１１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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リストランテ　スオーロ 沼津市 高島町７－２　ホテルミワ　１Ｆ 飲食店

すし田 沼津市 高沢町６－３ 飲食店

ゆず庵 浜松上島店 浜松市中区 上島６－３－３２ 飲食店

バーバー アカダマ 浜松市中区 上島７－１３－２９ サービス

アミカ浜松上浅田店 浜松市中区 上浅田１－２－５０ ショッピング

フィーネ東田町店 浜松市中区 中央１－１３－２５－１０２ ショッピング

中国料理ローラン・シャンツゥ店 浜松市中区 中央１－３－６－１０３ 飲食店

安心堂 浜松店 浜松市中区 中央３－１５－１ ショッピング

マイン・シュロス 浜松市中区 中央３丁目８－１　 飲食店

テイクアウト ビサイド 浜松市中区 中島１－３２－３ ショッピング

割烹 しんはま 浜松市中区 中沢町６７－１２ 飲食店

焼肉ハウス扇寿 浜松市中区 中沢町８０－２５ 飲食店

や台ずし 伝馬町 浜松市中区 伝馬町３１０－７　伝馬鈴木ビル 飲食店

魚魯魚魯 浜松市中区 伝馬町３１２－２０ 飲食店

焼肉レストラン サラン 浜松市中区 住吉１－４－１６ 飲食店

風助 浜松市中区 住吉２丁目１６－１８　梅田ビル１Ｆ 飲食店

Choupana 浜松市中区 住吉３－２３－２３ 飲食店

理容ハウスマツウラ 浜松市中区 住吉５丁目１５－６ サービス

Sheep 浜松市中区 佐藤１－２６－３３ サービス

マリアツェル 浜松市中区 佐藤２－２０－２３ 飲食店

春華堂 佐藤店1 浜松市中区 佐藤２－３５－２３ ショッピング

BAL BEAUTY LOUNGE 浜松市中区 佐鳴台１－１５－３１ サービス

ザ・アミーゴス浜松佐鳴台店 浜松市中区 佐鳴台１－６－３０ ショッピング

gut HAIR LABO 浜松市中区 佐鳴台１丁目１９－２０－２ サービス

和ごはんとろろや 佐鳴台本店 浜松市中区 佐鳴台２－１０－２１ 飲食店

SOAR 浜松市中区 佐鳴台２－２－６ サービス

カットスタジオ ル－ズ 浜松市中区 佐鳴台２－３２－２４ サービス

フィール マチュア 浜松市中区 佐鳴台３－３５－１ サービス

ワルツ 浜松佐鳴台店 浜松市中区 佐鳴台３－４４－２０ ショッピング

ヘアサロン コロール 浜松市中区 佐鳴台３－５２－２８　山七ビルヂング１０２ サービス

理髪館． 浜松市中区 佐鳴台４－１１－１ サービス

スパ1世佐鳴台店 浜松市中区 佐鳴台４－３６－１８ 飲食店

伊勢路 浜松市中区 佐鳴台４－３７－３８ 飲食店

にんじんパパ 浜松市中区 佐鳴台５－２６－１１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鳥善 浜松市中区 佐鳴台６－８－３０ 飲食店

チェントコーゼ浜松店 浜松市中区 元城町２２０－１　アズビオス元城１Ｆ ショッピング

勢麟 浜松市中区 元城町２２２－２５ 飲食店

百戦錬磨 浜松市中区 元城町２２２－２５　アルスビル　１Ｆ－Ａ－
２ 飲食店

酒心・食遊　希喜 浜松市中区 元城町２２３－１　アルスパ－キング１Ｆ 飲食店

和風料理 かえんろう 浜松市中区 元浜町３３番地の４ 飲食店

炭火焼肉火の国庵千歳店 浜松市中区 千歳町１０４－１ 飲食店

花暖れん 浜松市中区 千歳町１２５ 飲食店

日本料理　日の出 浜松市中区 千歳町１９ー１８ 飲食店

鮨KOH庵 浜松市中区 千歳町３３－３　２Ｆ 飲食店

千歳きくいち 浜松市中区 千歳町３５ 飲食店

くずし 之助 浜松市中区 千歳町３９－３９　ビル　１Ｆ 飲食店

割烹みその千とせ店 浜松市中区 千歳町５１ 飲食店

御蔵別亭 浜松市中区 千歳町５１－２　中央千歳ビル１Ｆ 飲食店

割烹　田中 浜松市中区 千歳町５４－４ 飲食店

ステーキハウス　ロダン 浜松市中区 千歳町５６ 飲食店

日本料理 すっぽん 繁松 浜松市中区 千歳町５８－１ 飲食店

御膳房 浜松市中区 千歳町７６－２　永田ビル　１・２Ｆ 飲食店

焼き鳥とワイン志ノ蔵 浜松市中区 千歳町７６－４ 飲食店

鉄板焼あつみ 浜松市中区 千歳町９０　Ｆ１南 飲食店

DOT1101 浜松千歳店 浜松市中区 千歳町９０－３　加茂江ビル　２Ｆ サービス

暮らしの衣料マツオカ 名塚店 浜松市中区 名塚町２４１－１ ショッピング

鮨幸 浜松市中区 和合北３－６－６１ 飲食店

牛ざんまい和合店 浜松市中区 和合町９３６－５０３ 飲食店

春華堂 佐鳴湖パ－クタウン店 浜松市中区 富塚町１９２８－８ ショッピング

株式会社ケネリック 浜松市中区 富塚町１９８５－２ ショッピング

bistro atable 浜松市中区 富塚町２２９９－３ 飲食店

割烹　濱 浜松市中区 小豆餅３－１４－２１ 飲食店

うなぎ藤田浜松店 浜松市中区 小豆餅３－２１－１２ 飲食店

加和奈 浜松市中区 小豆餅４－７－２８ 飲食店

もろ川 浜松市中区 尾張町１１６－２６ 飲食店

BATTLE LINE 浜松市中区 尾張町１２２－１４　オガイビル ショッピング

CARDIAlusso 浜松市中区 尾張町１２５－１８ サービス

100％ KRAFT DINING 浜松市中区 常盤町１４３－２７　エバ－グリ－ンプレイス
　２０１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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すしの大網 浜松市中区 平田町６８－１ 飲食店

炭火焼ゆらり 浜松市中区 幸１－１－４１ 飲食店

うなぎのコジマヤ幸店 浜松市中区 幸１－４－１ 飲食店

しまうま珈琲 幸店 浜松市中区 幸１－４－１２ 飲食店

からやま浜松幸店 浜松市中区 幸５－１－１０ 飲食店

トーカイ 浜松幸店 浜松市中区 幸５－１－１７ ショッピング

焼肉ひふみ 浜松市中区 文丘町２ー８ 飲食店

江戸よし 浜松市中区 旅籠町４４ 飲食店

かきこや 早出店 浜松市中区 早出町１７３７ ショッピング

どんどん 浜松曳馬店 浜松市中区 曳馬６－２６－５０ 飲食店

梨乃庵 浜松市中区 曳馬６丁目１３－２５　 飲食店

Mスタイル 板屋町店 浜松市中区 板屋町１０１　鐘八ビル北側　３Ｆ サービス

l’avenir 浜松市中区 板屋町１０１－１　鐘八ビル２Ｆ サービス

MUEBE 浜松市中区 板屋町１０２－１０ サービス

cloud9 浜松市中区 板屋町１０２－１６　Ｋｅｉビル　２Ｆ 飲食店

La Cachette 浜松市中区 板屋町１０２－１７ 飲食店

フォーハノイsecond浜松 浜松市中区 板屋町１０４－１　Ｄ’ｓＴｏｗｅｒ　１０２ 飲食店

イタリア料理ラ・フェスタ 板屋町店 浜松市中区 板屋町１０４－１－１０２ 飲食店

浜松料理 宿下吉庵 浜松市中区 板屋町１１１－２　アクトタワー　５Ｆ 飲食店

しゃぶせい 浜松市中区 板屋町１１１－２　アクトタワー　Ｂ１Ｆ 飲食店

Eyelash Salon Blanc 浜松市中区 板屋町１１１－２　浜松アクトタワー　３Ｆ サービス

珈琲館アクトプラザ店 浜松市中区 板屋町１１１－２　浜松アクトタワー　Ｂ１Ｆ 飲食店

鮨　泉水 浜松市中区 板屋町２　シティタワー浜松　１Ｆ 飲食店

COCO浜松店 浜松市中区 板屋町５７１－１　セントラルイースト１Ｆ南 サービス

Underground 浜松市中区 板屋町５７７ サービス

イタヤマチバル 浜松市中区 板屋町６１２ 飲食店

BISE 浜松市中区 板屋町６４３ＩＴＯビル１・２Ｆ ショッピング

八百徳 本店 浜松市中区 板屋町６５５ 飲食店

鳥さん 浜松市中区 板屋町６６６　ロイヤル板屋　１Ｆ 飲食店

オーシャンビストロ トゥクトゥク 浜松市中区 板屋町６７２　ＦＯＯＤ昴ビル　１Ｆ 飲食店

旬の料理　大内 浜松市中区 板屋町６７２　ＦＯＯＤ昴ビル　２Ｆ 飲食店

実味美和房かぶと 浜松市中区 板屋町６７３　ａ－ｂｉａビル２Ｆ 飲食店

オルタ　リストランテ 浜松市中区 板屋町６７５　第２ハマエイビル　２Ｆ 飲食店

やま文 浜松市中区 板屋町６８６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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遠鉄石油キーパープロショップ森田 浜松市中区 森田町１６－１ ショッピング

キルフェボン浜松店 浜松市中区 池町２２２－１８ 飲食店

ボンドストリート 浜松市中区 海老塚１－１８ー１ サービス

Dice 浜松市中区 海老塚２丁目１８－２８ 浜松南ファ－ストレジ
デンス１－Ｂ サービス

キャトルセゾンハママツ 浜松市中区 田町２２３－２１ 飲食店

旬肴 貴田乃瀬 浜松市中区 田町２３１－１ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご浜松有楽街店 浜松市中区 田町３１５－３４　ウィンズ笠井屋ビル１Ｆ 飲食店

和牛焼肉ぐりぐら 浜松市中区 田町３２３－１１　オーリットビル　２Ｆ　西
側 飲食店

いなせ 浜松市中区 田町３２３－１１　オーリットビル　３Ｆ 飲食店

浜松料理 じねん 浜松市中区 田町３２３－４ 飲食店

コズミック 浜松市中区 田町３２４－１０ ショッピング

ビストロ チキート 浜松市中区 田町３２４－１３　田町３２４ビル　１Ｆ 飲食店

laid－back 浜松市中区 田町３２４－７ ショッピング

エルカミーノタマチ 浜松市中区 田町３２５－１　渥美ビル３Ｆ 飲食店

アトウール 浜松 浜松市中区 田町３２５－２ ショッピング

や台ずし 第一通り駅前町 浜松市中区 田町３２９－１１　田町ＮＡＮＯビル 飲食店

神谷ふぐ料理店 浜松市中区 田町３２９－８ 飲食店

居酒屋 ほりかわ 浜松市中区 田町３３０－１ 飲食店

レイフィールド浜松駅前店 浜松市中区 田町３３０－２１　平和ビル　１・２Ｆ サービス

焼肉ハウス 柳澤 浜松市中区 田町３３１－１３　田町小澤ビル　３Ｆ 飲食店

旬香亭 浜松市中区 相生町５－２ 飲食店

リカーマウンテン浜松相生店 浜松市中区 相生町７－２３ ショッピング

ビオ・あつみエピスリー浜松 浜松市中区 砂山町１１６８ ショッピング

大衆ビストロ ジモン 浜松市中区 砂山町３２４－１０　福ビル　１Ｆ 飲食店

八百徳 駅南店 浜松市中区 砂山町３２５－７ 飲食店

神戸ステーキ 浜松市中区 砂山町３２６－９　プチ・ルトゥールビル１Ｆ 飲食店

うな炭亭 浜松市中区 砂山町３５４ 飲食店

彩食酒麺しゃもじ 浜松市中区 神明町２１８－１６　 飲食店

MEN’S CASTLE ARTHUR 浜松市中区 神明町３１４－８ ショッピング

くろねこ亭 浜松市中区 神明町３１５－８　くろねこ亭 飲食店

アーク細島店 浜松市中区 細島町６－６　カワ清林京ビル ショッピング

ヘア＆メイク SAPPHIRE 浜松市中区 紺屋町３０６－１ サービス

リカーマウンテン浜松有楽街店 浜松市中区 肴町３１６－３１ ショッピング

山口屋　寿司店 浜松市中区 肴町３１６－４４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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オーキッド 浜松市中区 肴町３１６－５１ 飲食店

ブティック メンズメルローズ 浜松市中区 肴町３１７－１ ショッピング

アトリエショコラアントゥル 浜松市中区 肴町３１７－１１ 飲食店

メルカート 間渕 浜松市中区 肴町３１７－１７ ショッピング

ブリランテスズキ 浜松市中区 肴町３１７－１７　メルカートビル　１Ｆ 飲食店

炭火バルMabuchi 浜松市中区 肴町３１７－７ 飲食店

彩席　かわかみ 浜松市中区 肴町３１８－１６　かわかみビル　１Ｆ 飲食店

BLUEBRICKSTEAKHOUSE 浜松市中区 肴町３１８－１６　かわかみビル　２Ｆ 飲食店

八千代 浜松市中区 肴町３１８－１８　 飲食店

和牛と魚貝おへそ 浜松市中区 肴町３１８－２７　２Ｆ 飲食店

居酒屋 本家酒夢来 浜松市中区 肴町３１８－３ 飲食店

割烹　とんち 浜松市中区 肴町３１８－４　小林ビル　１Ｆ 飲食店

浜松肉寿司 浜松市中区 肴町３２２－１　ぬい屋ビル１Ｆ 飲食店

オンセンド 浜松船越店 浜松市中区 船越町２６－１０　西友楽市横 ショッピング

あがた商店 浜松市中区 船越町５１－１０　タカハシビル　１Ｆ ショッピング

YSP浜松 浜松市中区 茄子町３５３－１５ ショッピング

うなぎのかんたろう 浜松市中区 蜆塚　２丁目２－２ 飲食店

しゅん助支店 浜松市中区 蜆塚２丁目１３－２ 飲食店

かつや浜松西インター店 浜松市中区 西丘町１９４－２ 飲食店

インテリア・プラザ 上野屋 西伊場店 浜松市中区 西伊場町３１－１８ ショッピング

焼肉えん 浜松市中区 西伊場町４５－１ 飲食店

Improveエステティック 浜松市中区 西伊場町４７－３３　ＣＰビル サービス

ピックアップ西伊場店 浜松市中区 西伊場町５５－２１ ショッピング

Mr．ぶんぐ浜松西伊場店 浜松市中区 西伊場町５６－７ ショッピング

中ノ庄 浜松市中区 鍛冶町１－２　かじ町プラザ　１Ｆ 飲食店

まつもとフルーツ・トレピーニ ザザ店 浜松市中区 鍛冶町１００－１　ザザシティ浜松中央館　１
Ｆ 飲食店

個室海鮮と地鶏炭火網焼き酒場うお鶏浜松店 浜松市中区 鍛冶町１４０　浜松イズムＣビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

リーガルシューズ 浜松店 浜松市中区 鍛冶町１５　ＺＡＺＡシティ浜松西館　１Ｆ ショッピング

ポスト ホビー 浜松市中区 鍛冶町１５　ザザシティ浜松西館　１Ｆ ショッピング

本の王国ザザシティ浜松店 浜松市中区 鍛冶町１５　ザザシティ浜松西館　１Ｆ ショッピング

春華堂本店 浜松市中区 鍛冶町３２１－１０ ショッピング

ヤマハMリテイリング 浜松店 浜松市中区 鍛冶町３２１－６ ショッピング

美濃路 浜松領家店 浜松市中区 領家２－２４－４３ 飲食店

酒やビック浜松領家店 浜松市中区 領家２－３－３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉柳之介 浜松市中区 領家３－２－６ 飲食店

（株）アマノ高丘店 浜松市中区 高丘北２－１２－１０ ショッピング

フーズアイランド高丘店 浜松市中区 高丘北２－２９－１ ショッピング

明屋書店イケヤ高丘店 浜松市中区 高丘東１－２－４０ ショッピング

ガリバー高丘店 浜松市中区 高丘東１－２－７ ショッピング

サンレジャン（株） 浜松高丘店 浜松市中区 高丘東２－１２－３２ ショッピング

酒のうちやま 浜松市中区 高丘東４－２７－３ ショッピング

TREVO SUPERMARKET 浜松市中区 高丘西２－３３－２９ ショッピング

和食処 あつみ 浜松市中区 高丘西４－９－１８ 飲食店

天竜そば 一心庵 浜松市中区 高林３－１３－８ 飲食店

マルツ浜松高林店 浜松市中区 高林４－２－８ ショッピング

ソニックス 浜松市中区 高林４－５－８ ショッピング

キンバリー 浜松高林店 浜松市中区 高林５－６－３ ショッピング

ヒライデホ－ムメイドストア 浜松市中区 鴨江１－２０－３ ショッピング

喜仙 浜松市中区 鴨江１丁目１４－９　 飲食店

ラ・フェスタ 鴨江店 浜松市中区 鴨江３－１１－３ 飲食店

いち松 浜松市中区 鴨江３－２９－２０　コーポビークル　１Ｂ 飲食店

関西風料理くぜ 浜松市中区 鴨江３丁目５３番１５号　 飲食店

にしむら 浜松市中区 龍禅寺町３８１－１ 飲食店

はなしょう 浜松市北区 三ヶ日町三ヶ日６２６－１ ショッピング

特産物直売所 浜松市北区 三ヶ日町三ヶ日８８５ ショッピング

入河屋 三ヶ日本店 浜松市北区 三ヶ日町下尾奈８３－１ 飲食店

（株）長坂養蜂場 浜松市北区 三ヶ日町下尾奈９７－１ ショッピング

うなぎ処勝美 三ヶ日インター店 浜松市北区 三ヶ日町都筑１３１３－６６５ 飲食店

ヤマジュウ オオノ 浜松市北区 三ヶ日町都筑２３２０－１ ショッピング

JAみっかび特産センター 浜松市北区 三ヶ日町駒場１０１－１ ショッピング

土の市直売場 浜松市北区 三幸町７８－７ ショッピング

（株）アマノ三方原店 浜松市北区 三方原町１９５０－１ ショッピング

うな吉 浜松市北区 三方原町２１４２－９ 飲食店

天竜そば 松風庵 浜松市北区 三方原町５０３ 飲食店

Largo 浜松市北区 三方原町９４４－５ サービス

アミカ浜松店 浜松市北区 三方原町９５６－１ ショッピング

SUTEANA 浜松市北区 初生町１０１４－６　 サービス

Mr．ぶんぐ浜松はつおい店 浜松市北区 初生町１３００－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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オ－ガニックハウスあさのは屋 浜松市北区 初生町３７９－４ ショッピング

とぴあサービス Aコープいなさ店 浜松市北区 引佐町井伊谷２０６７－１ ショッピング

Clair，e bois 浜松市北区 引佐町金指１４５１－１ サービス

ベイシア電器 浜松都田テクノ店 浜松市北区 新都田３－１－２ ショッピング

和ごはんとろろや 三方原店 浜松市北区 東三方町１０９－２ 飲食店

リープリング 浜松市北区 東三方町１２８－５ 飲食店

Fuku Fuku 浜松三方原店 浜松市北区 東三方町１３０－５ ショッピング

安楽亭　浜松三方町店 浜松市北区 東三方町２２２－３ 飲食店

ファーマーズマーケット 三方原店 浜松市北区 根洗町１２１３－２ ショッピング

モリズバ－ガ－ 浜松市北区 細江町三和１４７－１ 飲食店

サボテンランド カクトロコ 浜松市北区 都田町１６７２－３ ショッピング

DLoFre’s 浜松市北区 都田町２７０６－１ ショッピング

ドロフィーズカフェ 浜松市北区 都田町２８５８ 飲食店

はままつフルーツパーク時之栖 浜松市北区 都田町４２６３－１ ショッピング

ハンバ－グスタンド 浜松市南区 三島町１２９－１ 飲食店

BoiBom HAMAMATSU 浜松市南区 三島町１３８８ ショッピング

pasta uno 01 浜松市南区 三島町１７９９ 飲食店

クシタニ 名古屋店 浜松市南区 三島町２３１ ショッピング

鰻昇亭下江店 浜松市南区 下江町４５４ 飲食店

タイヤガーデン 浜松 浜松市南区 中田島町５４５ ショッピング

ロボデマルオオタニ 浜松市南区 卸本町４５－１ 飲食店

ニューヨークシティ 浜松市南区 大柳町５０８－１ 飲食店

ファーマーズマーケット 白脇店 浜松市南区 寺脇町２０９ ショッピング

美容室 ワンダフル 浜松市南区 新橋町５８５ サービス

和食処　新橋　阿部 浜松市南区 新橋町９９５　 飲食店

壽し処 七海 浜松市南区 本郷町１３２８－２３ 飲食店

Mr．ぶんぐ浜松本郷店 浜松市南区 本郷町２４ ショッピング

ジーンズショップオサダ 東若林店 浜松市南区 東若林町１７４８－１ 飲食店

うなぎ大嶋 浜松市南区 東若林町６４５ 飲食店

揚子菜館 浜松市南区 楊子町４４５－１ 飲食店

天竜そばニュー藤屋 渡瀬店 浜松市南区 渡瀬町２ 飲食店

明屋書店 渡瀬店 浜松市南区 渡瀬町８０４－１ ショッピング

モンターニュ 石原店 浜松市南区 石原町３１９ 飲食店

イケダヤ 立野店 浜松市南区 立野町９７－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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トーカイ 浜松可美店 浜松市南区 若林町９７５－４ ショッピング

まんさく工房 浜松市南区 西島町１４３３－１ ショッピング

炭焼うなぎあおいや 浜松市南区 飯田町６１６－２ 飲食店

地鶏酒房赤どり 浜松市南区 飯田町９５９ 飲食店

暮らしの衣料マツオカ 高塚店 浜松市南区 高塚町４８８８－１１ ショッピング

理容森 浜松市天竜区 二俣町二俣１３８７　 サービス

天竜 山の市 浜松市天竜区 二俣町二俣１９９－１ ショッピング

遠州菓子処 むらせや 浜松市天竜区 二俣町二俣３４０－１ 飲食店

納涼亭 浜松市天竜区 二俣町鹿島１－１０ 飲食店

マルスリビングプロダクツ カミアラヤテン 浜松市東区 上新屋町１２９－１ ショッピング

カット＆メイク ハッピー 浜松市東区 上西町１９－１１ サービス

料理ナカムラ 浜松市東区 上西町４１－２６ 飲食店

うなぎの松葉 浜松市東区 下石田町９８２－１ 飲食店

炭火焼肉 火の国 中田店 浜松市東区 中田町８５ 飲食店

ツルヤ酒店 浜松市東区 中野町７２７－７ ショッピング

ヤタロー工場直売店 浜松市東区 丸塚町１６９ 飲食店

小樽食堂　浜松丸塚店 浜松市東区 丸塚町２０－１ 飲食店

株式会社ふる里 半田店 浜松市東区 半田山５－１－１ 飲食店

ココロWill半田山店 浜松市東区 半田山５－１－７　セプティモ　１Ｆ サービス

美容室 ビバ 浜松市東区 半田山５－２－６ サービス

浜北鑑定団 浜松市東区 半田山５－３６－１ ショッピング

カーテン・じゅうたん王国 半田店 浜松市東区 半田町７２０－５ ショッピング

アリュール 浜松市東区 半田町８３６－１ サービス

つぼ八原島店 浜松市東区 原島町２８４－１ 飲食店

FukuFuku和田店 浜松市東区 和田町３０１－１ ショッピング

LUZeSOMBRA Hamamatsu 浜松市東区 和田町８３３－３ ショッピング

南海部品 浜松店 浜松市東区 和田町８４７ ショッピング

アップガレージ 浜松店 浜松市東区 和田町８７４－１ ショッピング

餃庵 浜松市東区 大島町１５１９－１ ショッピング

ピザタイム子安店 浜松市東区 大蒲町７４－１ ショッピング

スカリタイレストラン 浜松市東区 大蒲町８４－５ 飲食店

海鮮キッチン ごっちん 浜松市東区 天王町１２３７－１ 飲食店

Le・reve 市野店 浜松市東区 天王町１５０２－６ サービス

Mr．ぶんぐ浜松天王店 浜松市東区 天王町１５８８－１　 ショッピング
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シューズ愛ランド浜松市野店 浜松市東区 天王町１９８２－１ ショッピング

ヨッテケ 浜松市東区 子安町１４８１ 飲食店

浜松鑑定団 浜松市東区 安新町１０５ ショッピング

アストロプロダクツ 浜松店 浜松市東区 安新町２４２－５ ショッピング

古着バザール宮竹店 浜松市東区 宮竹町３２２－１ ショッピング

ピックアップ宮竹店 浜松市東区 宮竹町３２２－１ ショッピング

工具ピックアップ浜松宮竹店 浜松市東区 宮竹町３２２－１ ショッピング

どんどん 浜松宮竹店 浜松市東区 宮竹町字宮浦２６２ 飲食店

鮨 大受 浜松市東区 将監町３６－２ 飲食店

ココロ市野店 浜松市東区 小池町２４４８ サービス

トロンバ市野本店 浜松市東区 小池町２６２７ 飲食店

ガリバー市野店 浜松市東区 市野町２４４５ ショッピング

ヒョウドウ プラス 浜松市東区 市野町２７３２ ショッピング

かつや静岡浜松有玉店 浜松市東区 有玉北町１７５６－１ 飲食店

（株）アマノ有玉店 浜松市東区 有玉北町１８３３－１ ショッピング

亀庵総本店 有玉店 浜松市東区 有玉北町７８９－１ 飲食店

高木酒店 浜松市東区 有玉南町１７１８ ショッピング

Fuku・Fuku 浜松有玉南店 浜松市東区 有玉南町２３２１－１ ショッピング

YELLFORMECALIN浜松有玉店 浜松市東区 有玉南町５４４－１ サービス

FREE’SHAMAMATSU 浜松市東区 有玉西町１５０－１ ショッピング

赤ちゃんデパート河田 浜松市東区 植松町１６ ショッピング

巌邑堂 袖紫ヶ森店 浜松市東区 神立町字袖紫ヶ森１３６－１０ 飲食店

又一庵 笠井店 浜松市東区 笠井新田町２０６ 飲食店

イケダヤ リブロス 笠井店 浜松市東区 笠井町１１９７－２２ ショッピング

カーテンじゅうたん王国 浜松和田店 浜松市東区 篠ヶ瀬町１０９７ ショッピング

安楽亭　浜松ささがせ店 浜松市東区 篠ヶ瀬町１３１０ 飲食店

miel hair＆spa 浜松市東区 篠ヶ瀬町１３８５ サービス

モンターニュ 有玉店 浜松市東区 西ヶ崎町１９２１－２ 飲食店

浜松四川飯店　西塚店 浜松市東区 西塚町２００ 飲食店

GEORGEs 浜松市東区 西塚町２００　サーラプラザ浜松　１Ｆ ショッピング

亀庵総本店 西塚店 浜松市東区 西塚町９４－１ 飲食店

ファーマーズマーケット 東店 浜松市東区 貴平町６５５－１ ショッピング

有限会社スーパーこでら善地店 浜松市浜北区 上善地８０１－１ ショッピング

Le・reve 浜北店 浜松市浜北区 中条１５６０ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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HAIR COLLECTION AN’S 浜松市浜北区 中瀬６７２－１ サービス

SPA152 浜松市浜北区 内野４５４４－１ 飲食店

焼肉 Wagyu 彩苑 浜松市浜北区 善地４６７ 飲食店

地酒ショップ 花の舞 浜松市浜北区 宮口１２２１ ショッピング

花の舞本店 浜松市浜北区 宮口６３２ ショッピング

中国料理ローラン浜北店 浜松市浜北区 小松３１１０－１ 飲食店

Patisserie3103 浜松市浜北区 小松８４８－５メゾンタケウチ５－１階 ショッピング

ギフト アル 浜松市浜北区 小松８４９－１ ショッピング

It’sHairGarden 浜松市浜北区 小林５９－４４ サービス

しまうま珈琲 浜北店 浜松市浜北区 平口１６７－１ 飲食店

旬和食 あらたま庵 浜松市浜北区 平口２２４－１ 飲食店

うなぎの井口 浜松市浜北区 平口２５３－１ ショッピング

株式会社ふる里 浜北店 浜松市浜北区 平口２６６４－１ 飲食店

うな新 浜松市浜北区 平口２６６９－１ 飲食店

マライカサンストリート浜北店 浜松市浜北区 平口２８６１　サンストリート浜北１Ｆ ショッピング

露菴 浜松店 浜松市浜北区 平口３３０ 飲食店

ファーマーズマーケット 浜北店 浜松市浜北区 新原６６７７ ショッピング

有限会社スーパーこでら赤佐店 浜松市浜北区 於呂１９２５－１ ショッピング

DALUTI 浜松市浜北区 染地台１－４４－２１ サービス

ロサ・ロセットキラリ店 浜松市浜北区 染地台３－３２－５ サービス

THE COURTYARD K 浜松市浜北区 染地台６－７－１１　ｎｉｃｏｅ内 飲食店

春華堂nicoe店1 浜松市浜北区 染地台６－７－１１　ｎｉｃｏｅ内 ショッピング

五穀屋nicoe店1 浜松市浜北区 染地台６－７－１１　ｎｉｃｏｅ内 ショッピング

モンターニュ 浜北店 浜松市浜北区 西美薗２３１７ 飲食店

養老乃瀧浜北店 浜松市浜北区 貴布祢２５７ 飲食店

酒やビック浜北店 浜松市浜北区 貴布祢８５８－１ ショッピング

Mr．ぶんぐ浜松浜北店 浜松市浜北区 道本２５７－１ ショッピング

カルビッシュ 浜松西伊場店 浜松市西区 入野町１ 飲食店

美容室 デコ 浜松市西区 入野町１９９５４－７０２ サービス

Yakiniku－ya 浜松市西区 入野町２００２０－１ 飲食店

ONLY－HOPE 浜松市西区 入野町４９１３－４　メゾンドパルファ　１Ｆ サービス

とんかつ八兵衛本店 浜松市西区 入野町６１１－１ 飲食店

ピザタイム入野店 浜松市西区 入野町６３０１－１ ショッピング

（株）アマノ入野店 浜松市西区 入野町６４９１－３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かねりん鰻店 浜松市西区 入野町７３１ 飲食店

酒やビック浜松店 浜松市西区 入野町８２１－１ ショッピング

めん処杢屋 浜松市西区 入野町８４５－１ 飲食店

エコスタイル 浜松入野店 浜松市西区 入野町８６２－１ ショッピング

クックマート佐鳴湖南店 浜松市西区 入野町８９４３ ショッピング

シャンボール入野店 浜松市西区 入野町９０３４－１０ 飲食店

相撲茶屋ちゃんこ龍ヶ浜 浜松市西区 入野町９０５９－１４ 飲食店

ゆず庵 浜松入野店 浜松市西区 入野町９６６０－１ 飲食店

かつや浜松入野店 浜松市西区 入野町９７０４－４ 飲食店

タルタルーガ入野店 浜松市西区 入野町９８９４－３ 飲食店

シューズ愛ランド 浜松入野店 浜松市西区 入野町９９１８－４ ショッピング

浜松餃子初代しげ 浜松市西区 和光町６３０－３ 飲食店

るぴなすの畑 浜松市西区 和地町４４８９－１　 ショッピング

緑の谷のごちそうテラス CoCoChi 浜松市西区 大久保町１１７３ 飲食店

うなぎパイファクトリ－売店 浜松市西区 大久保町７４８－５１ ショッピング

ラビットパ－ル 浜松市西区 大人見町１６００－７５　 サービス

暮らしの衣料マツオカ 大人見店 浜松市西区 大人見町３３７５－１ ショッピング

治一郎 大平台本店 浜松市西区 大平台３－１－１ 飲食店

Aguhair ulu 大平台 浜松市西区 大平台３－１２－１７ サービス

Dears 浜松大平台店 浜松市西区 大平台３－２－１　ウイズステージププレ　１
Ｆ サービス

鮓樹 浜松市西区 大平台３－２９－１６　パレスポート１号 飲食店

株式会社ふる里 志都呂店 浜松市西区 志都呂１－２４－６ 飲食店

GLOW　WORLD 浜松市西区 志都呂１丁目３６－６７　 サービス

黒毛和牛はなだ志都呂店 浜松市西区 志都呂２－４０－９ 飲食店

焼肉きんぐ 志都呂店 浜松市西区 志都呂町１－３９－３４ 飲食店

暮らしの衣料マツオカ 桜台店 浜松市西区 桜台３－２８－４ ショッピング

モンターニュ 湖東店 浜松市西区 湖東町１００５－３ 飲食店

Type2 浜松市西区 湖東町３０６ ショッピング

酒＆FOODかとう 浜松市西区 神ヶ谷町７８７３－１ ショッピング

うなぎ専門の店 志ぶき 浜松市西区 舘山寺町２２５２－１ 飲食店

浜寿し 浜松市西区 舘山寺町２２８２　 飲食店

うなぎ・和食処 松の家 浜松市西区 舘山寺町２３０６－４ 飲食店

浜菜坊 浜松市西区 舞阪町弁天島３１０１ 飲食店

太助 浜松市西区 舞阪町弁天島３２１２－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かきこや 舞阪店 浜松市西区 舞阪町浜田１７１ ショッピング

マイサカ家具 浜松市西区 舞阪町浜田４７０ ショッピング

魚あら 浜松市西区 舞阪町舞阪２１１９－１２ 飲食店

ミュージアムショップ［TSUBASA］ 浜松市西区 西山町無番地　浜松広報館エアーパーク内 ショッピング

クックマート 雄踏店 浜松市西区 雄踏二丁目１１－１ ショッピング

うなぎ割烹 康川 浜松市西区 雄踏町宇布見４８６３－１９０ 飲食店

株式会社海老仙本店 浜松市西区 雄踏町宇布見８９６２－５ ショッピング

かきこや 入出店 湖西市 入出上白木３２７－１ ショッピング

南部ショッピングセンター 湖西市 南台２－５－２８ ショッピング

はなの夢まぐろや　ルートイン浜名湖店 湖西市 古見１０４９－１ 飲食店

ザ・アミーゴス 湖西店 湖西市 古見１３１４ ショッピング

明屋書店イケヤ湖西店 湖西市 新居町中之郷２２９６－８ ショッピング

クックマート浜名湖西店 湖西市 新居町中之郷あけぼの４０４０ ショッピング

かきこや 仲町店 湖西市 新居町新居１４９８ ショッピング

はませい 湖西市 新居町新居３３９０－７ 飲食店

かきこや プラザ店 湖西市 新居町新居７４５－１ ショッピング

浜名湖オーベルジュキャトルセゾン 湖西市 横山３１７－９３ 飲食店

うなぎ処勝美 本店 湖西市 横山３１８ 飲食店

ジャック鷲津駅前ブック館 湖西市 鷲津５２３４ ショッピング

焼肉屋さかい 焼津三ヶ名店 焼津市 三ヶ名１１１１－１ 飲食店

東海苑 焼津市 上小杉７６３－３ 飲食店

PETZ 本店 焼津市 下小田３９８－１ サービス

寿し春 焼津市 中港１丁目１－４　 飲食店

ぶん 焼津市 保福島６３８－３ 飲食店

福一焼津流通センター 焼津市 八楠１７０ ショッピング

酒やビック焼津店 焼津市 八楠３－１１－８ ショッピング

カーテンじゅうたん王国 焼津インター店 焼津市 八楠３－１５－４ ショッピング

アストロプロダクツ 焼津店 焼津市 八楠３－１９－３ ショッピング

トーカイ 焼津店 焼津市 八楠３－５－６ ショッピング

勝富　焼津インター店 焼津市 八楠４－１２－２９ 飲食店

のっけ家 焼津さかなセンター店 焼津市 八楠４－１３－７ 飲食店

勝男屋 焼津市 八楠４－１３－７ ショッピング

大富水産 焼津市 八楠４－１３－７ ショッピング

まんさいかん静浜 焼津市 宗高１－２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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BOOKSえみたす焼津店 焼津市 小土５６７－３ ショッピング

HAIRSPABEAUTYYELLFOR 焼津市 小川１０５２－１ サービス

焼肉のかねまる西焼津店 焼津市 小柳津２２４－１ 飲食店

文具館 コバヤシ 焼津店 焼津市 小柳津４２９－１ ショッピング

エル・パティオ西焼津店 焼津市 小柳津６０６－４ サービス

焼津 松乃寿司 焼津市 本町４－６－３ 飲食店

茶懐石 三州屋 温石 焼津市 本町６－１４－１２ 飲食店

ステーキハウスブルズ 焼津市 東小川６－６－６ 飲食店

和食や みさき 焼津市 東小川７－１９－６ 飲食店

五金 焼津市 柳新屋９９６－４ 飲食店

SENTA！ 焼津市 栄町１－８－１３　丸合第二ビル　１Ｆ　右 飲食店

居酒屋日の出 焼津市 栄町１丁目２－１　 飲食店

アルソアサロンネムノ樹 珠央 焼津市 栄町５丁目４ー６ ショッピング

よし寿司 焼津市 焼津１－５－３１ 飲食店

どんた久 焼津市 焼津４－１４－１ 飲食店

焼津たち吉本店 焼津市 焼津４－６－２１ 飲食店

まんさいかん焼津 焼津市 焼津４－８－５ ショッピング

株式会社舟小屋 焼津市 田尻北１６２８－２ 飲食店

ショコラキッチン 焼津市 相川１１５１－７ 飲食店

ジョイフル パル 焼津市 西小川１－２－１ ショッピング

酒やビック西小川店 焼津市 西小川２－１－１７ ショッピング

焼津谷島屋 登呂田店 焼津市 西小川２－１－８ ショッピング

Cheese Pige 焼津市 西小川２－４－９ 飲食店

勇喜寿司 焼津市 西小川２－５－１６ 飲食店

焼津四川飯店 焼津市 西小川３－６－１ 飲食店

チャイルドブティックさんこう西小川店 焼津市 西小川４－１－１ ショッピング

雅正庵焼津西小川店 焼津市 西小川６－５－１ 飲食店

CA－PETZ 焼津市 道原２９－５ サービス

磯料理みなと家 焼津市 飯渕２１５３ 飲食店

まぐろ茶屋 焼津市 鰯ヶ島１３６－２６ 飲食店

ととや新兵衛 焼津市 鰯ヶ島１３６－２６　うみえーる焼津　２Ｆ ショッピング

味くらべ 熱海市 下多賀４９１ 飲食店

うまい鮨勘 熱海支店 熱海市 中央町１－２ 飲食店

近江屋商店 熱海市 中央町１－７ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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てんぷら　鶴吉 熱海市 中央町１１ー１ 飲食店

ハンディホームセンター 熱海店 熱海市 中央町１２－３０ ショッピング

ステーキハウスはまだ 熱海市 中央町１４－７ 飲食店

寿し孝 熱海市 中央町１７－９ 飲食店

鮨処英 熱海市 中央町１９－２７　ツイキビル１Ｆ 飲食店

Imbiss　熱海 熱海市 咲見町１２－１３　渡辺ビル１Ｆ 飲食店

アルカヤ 熱海 熱海市 咲見町９－８　１Ｆ－Ｃ ショッピング

山六のひもの 熱海店 熱海市 春日町１７－１７ ショッピング

熱海凛 熱海碧 熱海市 春日町９－１　ザ・クレストタワー熱海　１Ｆ 飲食店

88tees　CAFE 熱海市 東海岸町６－５１　メゾン紅葉　１Ｆ 飲食店

アロマフレスカ 熱海店 熱海市 林ガ丘町４－８ 飲食店

瑞雲 熱海店 熱海市 桃山町２６－１ ショッピング

the cafe 熱海市 桃山町２６－２ 飲食店

エムオーエー商事 ミュージアムショップ 熱海市 桃山町２６－２　ＭＯＡ美術館　１Ｆ ショッピング

レストラン春陽亭 熱海市 泉２７０－２ 飲食店

RESTAURANT　圓 熱海市 泉７ 飲食店

魚ごころ　季魚喜人 熱海市 清水町１－５　ＮＳビル　３Ｆ 飲食店

中島水産市民市場 熱海市 清水町２０－２ ショッピング

カフェビストロソレイアード 熱海市 清水町４－１６　ＳＪビル２Ｆ 飲食店

串特急 熱海店 熱海市 渚町５－４ 飲食店

イタリアンレストラン　MON 熱海市 渚町７－１５ 飲食店

食事処ふくや 熱海市 田原本町１－５ 飲食店

東華軒熱海新幹線コンコ－ス売店 熱海市 田原本町１１－１　熱海駅東海道新幹線改札内
待合室内 ショッピング

アルカヤ靴店 熱海 熱海市 田原本町３－４ ショッピング

磯丸 平和通り店 熱海市 田原本町３－６ ショッピング

有限会社 丸高名産店 熱海市 田原本町４ー１ ショッピング

KICHI＋ 熱海市 田原本町６－１１ 飲食店

仲見世 いわい 熱海市 田原本町６－１３ 飲食店

磯丸 仲見世通り店 熱海市 田原本町７－１ ショッピング

藍花 熱海市 田原本町７－６ 飲食店

エムオーエー商事 熱海店 熱海市 田原本町９－１ ショッピング

トラットリアテンポドーロ 熱海市 福道町３－２４　来宮神田ビル２０２ 飲食店

カフェドゥシュマン 熱海市 銀座町１－２２ 飲食店

海幸楽膳 釜つる 熱海市 銀座町１０－１１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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釜鶴ひもの店 熱海市 銀座町１０－１８ ショッピング

釜鶴ひもの店 海岸支店 熱海市 銀座町１１－６ ショッピング

TERMALE 熱海市 銀座町３－７　山彦ビル１Ｆ 飲食店

寿し忠 熱海市 銀座町７－１１　２Ｆ 飲食店

お肴野郎清介 熱海市 銀座町８－９ 飲食店

ま〜る 熱海市 銀座町９－１２　中丸ビル 飲食店

常盤木羊羹店・茶房陣 熱海市 銀座町９－１３　 飲食店

新鮮市場Joy 牧之原市 地頭方２４８－１ ショッピング

タカヤナギ牧之原店 牧之原市 布引原２２０－３ ショッピング

（株）スーパーラック相良店 牧之原市 波津３－５１ ショッピング

ファーマーズマーケット ほうせん館 牧之原市 細江１９８６－１ ショッピング

Mr．ぶんぐ牧之原店 牧之原市 細江２０３０－１ ショッピング

ベイシア電器 榛原店 牧之原市 細江２０７１ ショッピング

スーパーカネハチ榛原店 牧之原市 細江４４７５ ショッピング

ハムハウスグリム 田方郡函南町 丹那１１９１－４５ ショッピング

レストランオラッチェ 田方郡函南町 丹那３４９－１ 飲食店

とりバックス 函南店 田方郡函南町 仁田６６－１－２ 飲食店

かつ政 函南店 田方郡函南町 仁田７４－１ 飲食店

トーカイ ルピア函南店 田方郡函南町 仁田７４－１　ルピア函南内 ショッピング

フレッシュ 函南店 田方郡函南町 仁田９－１ ショッピング

メディアポリス 函南店 田方郡函南町 塚本１３５－１ ショッピング

ロフト牛若丸函南町店 田方郡函南町 塚本２１２－４ サービス

牛若丸ガーデン函南町店 田方郡函南町 塚本２１３ サービス

カナメ 田方郡函南町 大竹５５－１ ショッピング

レストラン 森の里 田方郡函南町 平井１７４０－２７６ 飲食店

陸茶坊 田方郡函南町 平井６１４ 飲食店

宗家源吉兆庵 函南店 田方郡函南町 平井７７４－４２ 飲食店

ミュルサンヌ 田方郡函南町 畑毛５９ ショッピング

赤から函南店 田方郡函南町 肥田３７７－５ 飲食店

小戸橋製菓 函南店 田方郡函南町 間宮４３９－１ 飲食店

スギヤマ洋品店 函南店 田方郡函南町 間宮５３７－２ ショッピング

びっくりドンキー函南店 田方郡函南町 間宮５７２－１ 飲食店

さかい珈琲函南店 田方郡函南町 間宮５７２－１ 飲食店

焼肉屋さかい 函南店 田方郡函南町 間宮５７４－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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チクマ函南ミニマルコンセプト 田方郡函南町 間宮６６１－２ ショッピング

チクマ函南ラフネストゥループ 田方郡函南町 間宮６６１－３ ショッピング

上野屋 磐田市 上万能２９３ ショッピング

星乃珈琲店磐田南店 磐田市 上岡田１１６ー１ 飲食店

桝形寿し 磐田市 上新屋７２０－３ 飲食店

アミカ磐田店 磐田市 上本郷１０２２－１ ショッピング

フィットハウス 磐田店 磐田市 下万能４１３ ショッピング

ヘア-サロンサトウ 磐田市 下野部２０４－５ サービス

sandwich．hair 磐田市 中泉１－１２－２　ブル－ハイツ店舗 サービス

トラスパレンテラルーチェ 磐田市 中泉３９９－３ 飲食店

や台ずし 磐田駅前町 磐田市 中泉５９１－５ 飲食店

elegance MORE 磐田市 二之宮１１８１－１ サービス

ピザタイム 磐田店 磐田市 今之浦２－４－５ ショッピング

バーンテーブル 磐田市 今之浦２－８－２ 飲食店

D－HEARTS バーンビレッジ磐田店 磐田市 今之浦２－８－２　バーンビレッジ磐田内 ショッピング

タルタルーガ今之浦店 磐田市 今之浦３－１２－４ 飲食店

Mr．ぶんぐ磐田店 磐田市 今之浦３－１３－５ ショッピング

ピックアップ磐田店 磐田市 今之浦３－４－２ ショッピング

天竜そば みかわ庵 磐田市 今之浦４－１９－５ 飲食店

ブックオフ 磐田今之浦店 磐田市 今之浦４－２１－１０ ショッピング

ステーキハウス　今之浦 磐田市 今之浦４－２１－９ 飲食店

磐田南部どっさり市 磐田市 前野２７６５－２ ショッピング

やきにく燈火園 磐田市 加茂１１９３－１ 飲食店

鉄板道場 多幸亭 磐田市 向笠新屋７００－２４ 飲食店

フィール セレクション 磐田市 国府台７－１１　国府台レジデン　１Ｆ サービス

酒やビック磐田店 磐田市 国府台７１－２ ショッピング

かつや静岡磐田店 磐田市 国府台７１－７ 飲食店

フィールライジング 磐田市 城之崎２－７－５ サービス

肉のむらかみ 磐田市 大原２０５－４ ショッピング

西洋菓子 家田 磐田市 富士見台１８－１ 飲食店

どんどん 磐田店 磐田市 富士見台２４－４ 飲食店

明屋書店イケヤ磐田東店 磐田市 富士見台８－２３ ショッピング

天竜そばニュー藤屋 磐田店 磐田市 小立野森西２３２ 飲食店

CHIARO 磐田市 新島８７９ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Le・reve磐田店 磐田市 新貝１９７５－５　ｃｏｌｌｉｎｅＶｉｌｌａ
ｇｅ サービス

又一庵 豊田店 磐田市 森下１２５－１ 飲食店

Aコープ 豊田中央店 磐田市 森下１２７－５ ショッピング

Le reve 磐田豊田店 磐田市 池田２２４－１ サービス

モンターニュ 竜洋店 磐田市 海老島１５４ 飲食店

家具の早川 磐田市 白羽２１０ ショッピング

つるたけ 磐田市 神増４９８－１　 飲食店

株式会社大橋商店 磐田市 見付１２３２－１ ショッピング

又一庵総本店 磐田市 見付１７６７－４ 飲食店

ポポラート 磐田市 見付１８４５－１２ 飲食店

見付どっさり市 磐田市 見付３５９９－１ ショッピング

天宏 別館 椿 磐田市 見付３８８４－５ 飲食店

安楽亭　磐田店 磐田市 見付４３５３－１ 飲食店

フィール 本店 磐田市 見付５９２７－１ サービス

nista cercle 磐田市 高見丘４５１－１ サービス

銀華飯店 菊川市 加茂２１６４－１ 飲食店

シューズショップみつぼし菊川店 菊川市 加茂３２８４－１ ショッピング

酒菜やおぶね 菊川市 加茂４９４８ 飲食店

しゃぶしゃぶ すき焼き たわら屋 菊川市 加茂５２７０ 飲食店

（株）スーパーラック菊川店 菊川市 加茂５７４－２ ショッピング

ミナクルふれあい菊川の里 菊川市 加茂5780 ショッピング

オモチャハウス だるまや 菊川市 加茂５８１７ ショッピング

焼肉たわら屋 菊川市 加茂５９９７ 飲食店

Mr．ぶんぐ菊川店 菊川市 加茂６００８ ショッピング

nail room Bisou 菊川市 加茂７０３－１ サービス

San grams 菊川市 堀之内１－１ 飲食店

夢の途上 菊川市 本所１４４０－２１　 飲食店

エテルナ 藤枝店 藤枝市 上青島４６３－３ ショッピング

藤枝鑑定団 藤枝市 八幡３６３－４ ショッピング

ピックアップ藤枝高州店 藤枝市 兵太夫９２７－８ ショッピング

カーテン・じゅうたん王国 新藤枝店 藤枝市 内瀬戸５２７－１ ショッピング

藤枝江崎書店BiVi店 藤枝市 前島１－７－１０　ＢｉＶｉ藤枝 ショッピング

のっけ家 BiVi藤枝店 藤枝市 前島１－７－１０　ＢｉＶｉ藤枝内 飲食店

美容室BASARA 藤枝市 前島２－１５－２６ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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美容室Venti藤枝駅前店 藤枝市 前島２－２－６　リバージュ２　１ＦＢ サービス

Aguhairfly藤枝 藤枝市 前島２－２－８　リバージュ　１Ｆ－ＥＤ サービス

かつや静岡藤枝店 藤枝市 大手２－１０－２０ 飲食店

勝富　藤枝店 藤枝市 小石川町１－２－７ 飲食店

LUFUS 藤枝市 小石川町１－７－３４ 飲食店

B－WORLD 藤枝市 小石川町１－７－３４ サービス

ヘアサロン ケアレーベル 藤枝市 小石川町３－１８－３５ サービス

ジーンズショップオサダ 藤枝ついじ店 藤枝市 小石川町４－６－４８ ショッピング

寿し宏　別館 藤枝市 岡出山１－２－２９ 飲食店

酒やビック藤枝店 藤枝市 志太１－５－３１ ショッピング

ニームズ藤枝店 藤枝市 志太１－６－５０ ショッピング

志太フラワー 藤枝市 志太３－１７－５ ショッピング

大正亭 精肉店 藤枝市 本町２－５－１１ ショッピング

パティスリー ミラベル 藤枝市 東町２－１３ 飲食店

トラックショップジェット 静岡店 藤枝市 横内２１３８ ショッピング

Mr．ぶんぐ藤枝店 藤枝市 水守２－２－１０ ショッピング

すみやグッディ 藤枝店 藤枝市 瀬戸新屋２１３－１８ ショッピング

ハードオフ 藤枝店 藤枝市 瀬戸新屋３６３－１ ショッピング

オフハウス 藤枝店 藤枝市 瀬戸新屋３６３－１ ショッピング

藤枝四川飯店＆ガーデンズ 藤枝市 田沼１－２３ 飲食店

LaroutebyLe・reve藤枝店 藤枝市 田沼１－２４－１３　青島テナント　１Ｆ サービス

旬彩千味　かわむら 藤枝市 田沼１－２６－２６ 飲食店

アニーのお気に入り 藤枝店 藤枝市 田沼２－２０－２２ ショッピング

navel 藤枝市 田沼３－５－９ サービス

ステーキハウス成しま藤枝店 藤枝市 立花２－１－８ 飲食店

肉匠坂井 藤枝店 藤枝市 築地１－６－２８ 飲食店

株式会社藤枝事務器商会 緑町店 藤枝市 緑町２－２－８ ショッピング

真茶園 藤枝市 茶町１－１０－２９ ショッピング

靴の宮崎　五十海店 藤枝市 藤岡５丁目８－８　 ショッピング

フローリスツショップシーズ 藤枝市 藤枝１－１－１ ショッピング

アトリエ J．D． 藤枝市 青木１－１８－１７ サービス

パンの店 ラパン 藤枝市 青木２－２７－１　大石ビル　１Ｆ 飲食店

まんさいかん藤枝 藤枝市 青木３－１０－２７ ショッピング

火山石焼肉 みき 藤枝市 青木３－１５－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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酒やビック藤枝青葉町店 藤枝市 青葉町４－３－２ ショッピング

備長焼き鳥たぬき 藤枝市 駅前１－１１－３ 飲食店

三枝商店 藤枝市 駅前１－３－１３ 飲食店

お好み焼本舗 藤枝店 藤枝市 駅前２－１８－１０ 飲食店

魚時 藤枝市 駅前２－７－２ 飲食店

PETZ chocolat店 藤枝市 駅前３－１４－１４ サービス

すし屋の磯吉 藤枝市 駅前３－３－１３ 飲食店

藤枝江崎書店 駅南本店 藤枝市 高岡１－３－３ ショッピング

寿づよし 藤枝市 高洲１－１０－５ 飲食店

新鮮市 月見の里ひろば 袋井市 上山梨２－１４－７ ショッピング

ハニーズ 袋井店 袋井市 上山梨４－１－２　パティオ　１Ｆ ショッピング

プチフール 袋井市 上山梨５－１１－１ 飲食店

こだわりとんかつかつ平袋井店 袋井市 久能１０４８－１ 飲食店

switch＋ 袋井市 久能２７１５－３ サービス

フィオレンティーナ 袋井市 久能２８７１－１ 飲食店

焼肉紅蘭 袋井市 堀越２－２１－２１ 飲食店

Aguhair pahica袋井 袋井市 堀越３－５－５ サービス

又一庵 袋井店 袋井市 天神町１－５－１０ 飲食店

とれたて食楽部 袋井市 山名町３－３ ショッピング

有限会社松乃木飯店 袋井市 山科３２２４－２ 飲食店

仙の坊 袋井市 山科３２５０ 飲食店

肉匠坂井 袋井店 袋井市 川井１１８７－１ 飲食店

Mr．ぶんぐ袋井店 袋井市 川井１４１８－３ ショッピング

SWITCH 袋井市 川井８５６－６ サービス

江崎書店 袋井店 袋井市 川井美作１４１６－４ ショッピング

（株）スーパーラック愛野店 袋井市 愛野南２－３－８ ショッピング

うでまくりダイニング 厨、S 袋井市 愛野東２－７－４　ｆａｃｅＴ１０３ 飲食店

HALE HAIR 袋井市 方丈１－２－３４ サービス

PONTO BRASIL FUKUROI 袋井市 方丈３－５－３　Ｈｉｌｌ２－Ｃ ショッピング

赤から袋井店 袋井市 旭町１－９－１ 飲食店

花歩 袋井市 浅岡３５０　ＰＡＤＤＹ内 ショッピング

フィールアドバンス 袋井市 浅羽１３９－１ サービス

炭火串家はるきち 袋井市 田町２－７－１ 飲食店

や台ずし 袋井駅前町 袋井市 高尾町２５－６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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こだわりとんかつ　かつ榮　裾野店 裾野市 二ツ屋１７９－５ 飲食店

牛若丸イースト裾野店 裾野市 伊豆島田８１８－２　ロイヤルプラザ市川１０
１ サービス

クラーロ ミズノ 裾野市 佐野１０２４－１ サービス

ヤマトヤ裾野店 裾野市 佐野１６０１－１ ショッピング

TATE 裾野市 佐野８６－４ サービス

焼肉屋さかい裾野店 裾野市 平松６６２－５ 飲食店

和風レストラン　みよし 裾野市 御宿１３６－１ 飲食店

串特急 裾野インター店 裾野市 御宿１５３６－１６ 飲食店

二胡 裾野市 深良２３４０－１　 飲食店

スーパーカドイケ裾野東店 裾野市 茶畑５９４－１ ショッピング

農林水産物直売所 南伊豆湯の花 賀茂郡南伊豆町 下賀茂１５７－１ 飲食店

扇屋製菓 賀茂郡南伊豆町 下賀茂１６８－１ 飲食店

山田屋海産 賀茂郡東伊豆町 大川１６０－１４ ショッピング

臼井ストアー 賀茂郡東伊豆町 奈良本９５２－４ ショッピング

錦 賀茂郡東伊豆町 奈良本９７１－３５ 飲食店

フ－ズライフ ハナマル 賀茂郡東伊豆町 片瀬557-8 ショッピング

ひらやま 稲取店 賀茂郡東伊豆町 稲取１６９９－１１ ショッピング

網元料理徳造丸　魚庵 賀茂郡東伊豆町 稲取３００９－１８ 飲食店

網元料理　徳造丸　本店 賀茂郡東伊豆町 稲取７９８ 飲食店

食処　河津の庄 賀茂郡河津町 見高１２６６－３１ エンターテイメン
ト

はんばた市場 賀茂郡西伊豆町 仁科９８０－４ ショッピング

かつや静岡七ツ新屋店 静岡市清水区 七ツ新屋４１８－１ 飲食店

パッケージプラザ イトウ 静岡市清水区 万世町２－３－３２ ショッピング

men’s hair Loco 静岡市清水区 上原２丁目２－３９－１ サービス

ふれっぴー飯田店 静岡市清水区 下野緑町１５－３５ ショッピング

ヘアーサイトムービズ 草薙店 静岡市清水区 中之郷１－５－１ サービス

ブリアージュ 静岡市清水区 中之郷１－６－１４　アートヒルズ１０３ サービス

吉おか 静岡市清水区 中之郷２－１－８ 飲食店

ThisIsCafeエスパルスドリームプ 静岡市清水区 入船町１３－１５　エスパルスドリームプラザ
　１Ｆ 飲食店

工具買取プロショップリツール清水店 静岡市清水区 八坂東２－１５－２０　１Ｆ ショッピング

株式会社栗田家具センター 静岡市清水区 北脇新田６８０－１ ショッピング

勝富　清水本店 静岡市清水区 吉川２９９－１ 飲食店

千代田吉野壽司　高部店 静岡市清水区 大内新田１３－５ 飲食店

酒やビック清水店 静岡市清水区 大坪２－７５－４ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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千花 静岡市清水区 大沢町５－１５ 飲食店

オフハウス清水岡町店 静岡市清水区 岡町６ ショッピング

ブックオフ 清水岡町店 静岡市清水区 岡町６－１ ショッピング

岸家 静岡市清水区 島崎町１４９　河岸の市 飲食店

浜焼小屋駿河水産馬鹿貝 静岡市清水区 島崎町１４９　河岸の市 飲食店

清水港海山 静岡市清水区 島崎町１４９　清水魚市場河岸の市まぐろ館２
Ｆ 飲食店

産直プラザ ふれっぴー川原店 静岡市清水区 川原町１－２２ ショッピング

Luxe：un 静岡市清水区 庄福町１－２ サービス

ふれっぴー庵原店 静岡市清水区 庵原町１ ショッピング

久保山酒店 静岡市清水区 庵原町１６９－１ ショッピング

JAグリーンセンター 静岡市清水区 庵原町５７５－８ ショッピング

玉川 静岡市清水区 御門台１－３３ 飲食店

寿司割烹 一兆 静岡市清水区 旭町４－３　ＧＣビル１Ｆ 飲食店

ふるさと 静岡市清水区 春日１－８－１２ 飲食店

味楽苑 静岡市清水区 月見町２－２ 飲食店

マルキフードセンター 静岡市清水区 月見町２－８ ショッピング

や台ずし 清水駅前町 静岡市清水区 本郷町１－２８　アジム清水駅前ビル　１Ｆ 飲食店

手打そば　京すきやき　泉乃里 静岡市清水区 殿沢１－１－１２ 飲食店

新清水鑑定団 静岡市清水区 永楽町７－８ ショッピング

ル・セール 静岡市清水区 江尻台町３－１ 飲食店

Aguhairpulse静岡清水 静岡市清水区 江尻東１－１－５　カーニープレイス清水　４
Ｆ サービス

Bon　Masuda 静岡市清水区 江尻東１丁目３－１５　 飲食店

ジーンズショップテキサス 静岡市清水区 江尻東２－１－６ ショッピング

TRANSIT 静岡市清水区 江尻東２－１－７ サービス

末廣鮨 静岡市清水区 江尻東２－５－２８ 飲食店

紙泰 静岡市清水区 江尻東２丁目３番１７号 ショッピング

エスパルスドリームハウス清水 静岡市清水区 港町２－７－２０ ショッピング

ミクニ シミズ 静岡市清水区 港町２－８－１ 飲食店

JAしみず グリーンセンター由比店 静岡市清水区 由比北田１２６－１ ショッピング

千年成 静岡市清水区 相生町２－２４ 飲食店

十千花前清水 静岡市清水区 真砂町２－２４ 飲食店

うお鶏清水店 静岡市清水区 真砂町６－１ 飲食店

エムエムフーズ 静岡市清水区 石川本町１３－１５ ショッピング

ふれっぴー興津店 静岡市清水区 興津中町４２３－５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ラ・ローザンヌ 静岡市清水区 興津中町６１９ 飲食店

ロン・ポワン 静岡市清水区 草薙１－１４－１０ 飲食店

草薙茄兵衛 静岡市清水区 草薙１－２６－１ 飲食店

SUNRHODES 草薙店 静岡市清水区 草薙１－３－１５　グランリード草薙１Ｆ サービス

きぬむら 静岡市清水区 草薙１－６－１５　ブルーワンマンション　１
Ｆ 飲食店

がブリチキン。草薙駅前店 静岡市清水区 草薙１－８－１１　小野ビル　１Ｆ 飲食店

La　peaf． 静岡市清水区 草薙１丁目１８－１５　サウスロ－ド草薙１０
３ サービス

もちづき楽器 静岡草薙店 静岡市清水区 草薙杉道３－１－２５ ショッピング

市川商店 静岡市清水区 蒲原４０－３ ショッピング

しおから本舗 静岡市清水区 蒲原小金８７－３　 ショッピング

中国料理 盛旺 静岡市清水区 袖師町１０９８ 飲食店

スーパーマーケット サカマル 静岡市清水区 西久保４４１－７ ショッピング

肉匠坂井　清水インター店 静岡市清水区 西久保４５－１ 飲食店

さかい珈琲清水店 静岡市清水区 西久保４５－１ 飲食店

フィオーレ田代 静岡市清水区 西高町１－１７ ショッピング

ヘアサイト ムービズ 静岡市清水区 西高町１５－１５ サービス

焼肉びっくり屋 静岡市清水区 西高町９－２４ 飲食店

いわし料理　善 静岡市清水区 辻１－１－２３　ＳＲビル　１Ｆ 飲食店

アーチ 静岡市清水区 辻１－３－１　田中屋ビル２Ｆ サービス

四葉商会 清水店 静岡市清水区 銀座１４－１３ ショッピング

フィットハウス 静岡店 静岡市清水区 長崎南町１１１ ショッピング

offtheLippark 静岡市清水区 青葉町４－１　レジデンス青葉１Ｆ サービス

江崎書店ベイドリーム清水店 静岡市清水区 駒越北町８－１　ベイドリーム清水　２Ｆ ショッピング

ハウマッチライフ清水高橋店 静岡市清水区 高橋３－１－１ ショッピング

カーテンじゅうたん王国 清水鳥坂店 静岡市清水区 鳥坂１１７２－１ ショッピング

カルビ一丁 清水店 静岡市清水区 鳥坂７０２－８ 飲食店

シェ・ヒロ 静岡市清水区 鶴舞町１－２３ 飲食店

しゃぶ禅静岡店 静岡市葵区 七間町１３－１　セブンタウンビル２Ｆ 飲食店

割烹 柊 静岡市葵区 七間町１３－１１　小川ビル　１Ｆ 飲食店

天文本店 静岡市葵区 七間町１４－１ 飲食店

LAG HAIR WORKS 静岡市葵区 七間町１４－１　ザ・エンブル七間町　１－Ａ サービス

こやま 静岡市葵区 七間町１６－６ 飲食店

food marche CHOHO 静岡市葵区 七間町１８－５　サンハイムセブン　１Ｆ ショッピング

小料理　そっせ 静岡市葵区 七間町１９－１　人宿町離宮　１Ｃ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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すずとら 静岡市葵区 七間町１９－１　人宿町離宮１Ａ 飲食店

リ－ガルシュ－ズ 静岡七間町店 静岡市葵区 七間町６－４ ショッピング

SugarbyBeauryCollect 静岡市葵区 七間町８－２０　毎日江崎ビル１Ｆ サービス

料理と咲け　とが路 静岡市葵区 七間町９－５　トレンズビル　１Ｆ　奥 飲食店

ハラグチルレストラン 静岡市葵区 七間町９－５　トレンズビル１Ｆ 飲食店

BRUNO 静岡市葵区 七間町９－６ ショッピング

コーヒー乃川島 川合店 静岡市葵区 上土２－１９－１０ ショッピング

ミチオノザワヘアサロンギンザ静岡店 静岡市葵区 上足洗３－１３－４８ サービス

しづはたじまん市 静岡市葵区 下１４５８－３２ ショッピング

Brasserie Togacchi 静岡市葵区 両替町１－６－１４ 飲食店

Narrenschiffナーレンシフ 静岡市葵区 両替町１－６－１５　クリタビル１Ｆ ショッピング

ANREAL 静岡市葵区 両替町１－７－１　ＦＵＫＵＺＵＭＩ－Ｂｌｄ
　１Ｆ サービス

トールウッド 静岡市葵区 両替町１－７－１　フクズミビル　１Ｆ ショッピング

JOH-Z 静岡市葵区 両替町１丁目６－８－３０３ サービス

白家 静岡市葵区 両替町１丁目６－９　味の仲見世ビル１Ｆ 飲食店

天ぷら水面 静岡市葵区 両替町２－３－１　浜村ビル　１０１ 飲食店

焼肉處十々 静岡市葵区 両替町２－３－１１ 飲食店

魚と串と酒と人旬男 静岡市葵区 両替町２－３－２　ＮＳコートビル　１Ｆ 飲食店

や台ずし 両替町 静岡市葵区 両替町２－３－９　両替町カメヤビル　１Ｆ 飲食店

京城園 両替町店 静岡市葵区 両替町２－５ 飲食店

View Brewmels 静岡市葵区 両替町２－5－１ ショッピング

おか穂 静岡市葵区 両替町２－５－４　プラザビル　２Ｆ 飲食店

味楽苑両替町店 静岡市葵区 両替町２－５－８　新加茂川ビル１Ｆ 飲食店

リカーマウンテン静岡両替町店 静岡市葵区 両替町２－６－５ ショッピング

入船鮨　両替町店 静岡市葵区 両替町２－７－１０ 飲食店

イブ静岡 静岡市葵区 両替町２－７－１０　両替町ビル　３Ｆ 飲食店

三笑亭本店 静岡市葵区 両替町２ー２ 飲食店

片山米店 静岡市葵区 五番町６－３ ショッピング

綾波書店 静岡参号店 静岡市葵区 井宮町２１１ ショッピング

む佐志 静岡市葵区 井宮町７６－１ 飲食店

壱 静岡市葵区 人宿町１－１－１０　ＳＯＺＯＳＹＡＭビル１
Ｆ－Ｃ 飲食店

BUICHI 静岡市葵区 人宿町１－３－１０ 飲食店

ITAMAE　朝太郎 静岡市葵区 人宿町２－５－１　キネマ館　１Ｆ 飲食店

WCB第参番移動式冷蔵庫 静岡市葵区 人宿町２－５－１９ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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SINQ 静岡市葵区 人宿町２－５－２２　ＨＩＴＯＹＡＤＯＫＡＤ
Ｏ 飲食店

寿司職人　びる川 静岡市葵区 人宿町２－５－８ 飲食店

鮨　かんざき 静岡市葵区 伝馬町１７－２０ 飲食店

四葉商会 静岡店 静岡市葵区 伝馬町２－３ ショッピング

AUBEhaircharme 静岡市葵区 伝馬町５－２　アイワリモーネビル　６Ｆ サービス

エスポワールヘアー 静岡市葵区 伝馬町８－１１　プチリヴェール　２Ｆ サービス

Aguhairaila静岡 静岡市葵区 伝馬町８－１３　フォレスト静岡伝馬町　６Ｆ サービス

ルフィナ 静岡市葵区 伝馬町９－１５　リベルテヒラノ　１－Ａ 飲食店

ALMO hair VOGUE 静岡市葵区 伝馬町９－１５　リベルテヒラノ　２０１ サービス

ヴァンファンつかもと 静岡市葵区 伝馬町９－７　塚本ビル１Ｆ ショッピング

八千代 寿し鐵 静岡市葵区 八千代町６３－４ 飲食店

焼肉ホルモン6番町 静岡市葵区 六番町１－１５ 飲食店

文具館 コバヤシ 城北店 静岡市葵区 北安東２－２－４ ショッピング

北部じまん市 静岡市葵区 北番町８６ ショッピング

吉見書店 竜南店 静岡市葵区 千代田４－３－１０ ショッピング

雅正庵千代田本店 静岡市葵区 千代田７－１－４７ 飲食店

焼肉ふみた徳市 静岡市葵区 南瀬名町３－８ 飲食店

酒やビック静岡瀬名店 静岡市葵区 南瀬名町５－７ ショッピング

お好み焼本舗 静岡瀬名店 静岡市葵区 南瀬名町６－５６ 飲食店

株式会社Myu 静岡市葵区 古庄１－７－４ ショッピング

クロンボ古庄店 静岡市葵区 古庄３－２６－１０ 飲食店

株式会社ケイ・ミート 静岡市葵区 古庄５－１８－５５ ショッピング

時計堂 静岡市葵区 古庄５丁目９－４０－１　 ショッピング

寿司割烹 船正 静岡市葵区 吉野町５－３ 飲食店

すみやグッディ本店アネックス 静岡市葵区 呉服町１－３－１４ ショッピング

すみやグッディ本店 静岡市葵区 呉服町１－３０　札の辻クロス　２Ｆ ショッピング

戸隠そば 呉服町店 静岡市葵区 呉服町２－１－１　札の辻ビル　１Ｆ 飲食店

ローストビーフたわら屋 静岡市葵区 呉服町２－１－１１　富吉ビル１Ｆ 飲食店

LE SEC 静岡市葵区 呉服町２－１－７ ショッピング

WASABI 54 静岡市葵区 呉服町２－１－７ ショッピング

安心堂 静岡本店 静岡市葵区 呉服町２－１－９ ショッピング

ロレックス ショップ 静岡安心堂 静岡市葵区 呉服町２－２－１２ ショッピング

Aguhairtart静岡2号 静岡市葵区 呉服町２－２－１３　朱宮フジビル　２Ａ サービス

私の部屋 静岡市葵区 呉服町２－２－５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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株式会社 竹茗堂 静岡本店 静岡市葵区 呉服町２－４－３ ショッピング

タカラ堂 静岡本店 静岡市葵区 呉服町２－４－４ ショッピング

オプティック コイズミ 静岡市葵区 呉服町２－７－１ ショッピング

魚魚や 一八 静岡市葵区 呉服町２－７－１０　Ｂ１Ｆ 飲食店

美容室カラフル 静岡市葵区 呉服町２－７－２６　静専ビル　２Ｆ サービス

motion 呉服町店 静岡市葵区 呉服町２－７－８　金星ビル ショッピング

小山園茶舗 本店 静岡市葵区 呉服町２－８－１８ ショッピング

きたがわ宝石 静岡市葵区 呉服町２－８－２ ショッピング

株式会社幸煎餅 静岡店 静岡市葵区 呉服町２－８－４　ジョインゴトウ　１Ｆ ショッピング

ATO 静岡市葵区 呉服町２－８－９アクロス辻源ビルＢ１ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご呉服町店 静岡市葵区 呉服町２－９－２　リッツビル　１Ｆ 飲食店

LEAF 静岡市葵区 呉服町２－９－４　武蔵ビル２Ｆ 飲食店

イロンデル 静岡市葵区 大岩町５－１２　 飲食店

ナマステNIPPON 静岡市葵区 太田町３１－１　小野ビル１Ｆ 飲食店

千代田　吉野鮨 静岡市葵区 川合２－１－１７ 飲食店

シャンシャンハンテン2 静岡市葵区 常磐町１－１－１０ 飲食店

丸久 静岡市葵区 常磐町１－１－８　ＰＩＳＡビル　１Ｆ 飲食店

とみ井 静岡市葵区 常磐町１－２－７　富井ビル１Ｆ 飲食店

すし処 尾崎 静岡市葵区 常磐町１－２－９　Ｋモンタニア１Ｆ 飲食店

割烹　青柳 静岡市葵区 常磐町１－４－１１　杉徳ビル 飲食店

BALIA 静岡市葵区 常磐町１－７－４　チュリス常磐　２Ｆ 飲食店

おだっ喰い 静岡市葵区 常磐町１－８－１ 飲食店

IL PONTE Kaji 静岡市葵区 常磐町１－８－２　アスピス２Ａ 飲食店

ジオットデザイン 静岡市葵区 常磐町１－８－５　ＢＲＯＯＫＬＹＮＳＱＵＡ
ＲＥ　１Ｆ ショッピング

KAWASAKI 静岡市葵区 常磐町１－８－５　ＢＲＯＯＫＬＹＮＳＱＷＡ
ＲＥ　２Ｆ 飲食店

ベルズインターナショナル 静岡市葵区 常磐町１丁目１－７　オクトトキワビル１Ｆ 飲食店

松八 静岡市葵区 常磐町２－１２－１０　マルマンビル　１Ｆ 飲食店

国産イタリアン食堂Da－nozze 静岡市葵区 常磐町２－２－１７　株式会社Ｍ．Ａ．Ｃ常磐
町ビル 飲食店

フランクリン 静岡市葵区 常磐町２－３－１３　カーサアンフィニ１Ｆ 飲食店

edge 静岡市葵区 常磐町２－４－５　エニブルコート１０１ サービス

遊心 静岡市葵区 常磐町２－６－６　モアクレスト　１Ｆ 飲食店

ONLY 静岡駅前店 静岡市葵区 御幸町１１－３０　エクセルワードビル　１Ｆ ショッピング

Rose Bowl 静岡市葵区 御幸町６－３　１Ｆ ショッピング

治作 静岡市葵区 昭和町１－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ステーキゴールド 静岡市葵区 昭和町１－２　スカイタウンビル　１０２ 飲食店

茄子の花　無庵 静岡市葵区 昭和町１－４ 飲食店

AVE 静岡市葵区 昭和町３－１－８０３号室 サービス

美代志寿司 静岡市葵区 昭和町３－１０　 飲食店

HAPTIC 静岡市葵区 昭和町３－１７　秀和ビル4階 サービス

桜梅桃李 静岡市葵区 昭和町３－１７　第一秀和ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

居酒屋 たぬき 静岡市葵区 昭和町３－５　昭和ビル 飲食店

ラ・ペコラ 静岡市葵区 昭和町４－８　瑠漫館　１Ｆ 飲食店

鮨 よし水 静岡市葵区 昭和町４－８　瑠漫館４Ｆ 飲食店

潺々 静岡市葵区 昭和町５－８　ランスビル　１Ｆ 飲食店

陣太鼓 静岡市葵区 昭和町５－９　清水ビル 飲食店

ルモンドふじがや 静岡市葵区 昭和町６－１ 飲食店

千石 静岡市葵区 昭和町６－１２　求友亭ビル　１Ｆ　３ 飲食店

焼津たち吉 静岡店 静岡市葵区 昭和町６－２　アイワンビル２Ｆ 飲食店

福一静岡昭府店 静岡市葵区 昭府１－１８－１５ ショッピング

海鮮食家　福一丸 静岡市葵区 昭府１－１８－１５ 飲食店

酒やビック静岡材木町店 静岡市葵区 材木町６６ ショッピング

ハウマッチライフ静岡流通通り店 静岡市葵区 東千代田１－７－１３ ショッピング

ブックオフ 静岡流通通り店 静岡市葵区 東千代田１－７－１６ ショッピング

柏屋書店 静岡市葵区 東瀬名町１－３８　 ショッピング

ベーカリーオブリ 静岡市葵区 東瀬名町６－７ 飲食店

びっくりドンキー東町店 静岡市葵区 東町５２－５ 飲食店

ジーンズショップオサダ 東静岡店 静岡市葵区 東静岡１－３－１８ ショッピング

日本料理FUJI 静岡市葵区 栄町３－６ 飲食店

酒肴HIDE’S 静岡市葵区 横内町４１－２ 飲食店

アフロディーテ 静岡市葵区 沓谷６－１－９　島村貸店舗　Ａ サービス

どんどん 静岡流通通店 静岡市葵区 沓谷６－１５ 飲食店

有限会社ケーイーアイ 静岡市葵区 沓谷６－２６－１ サービス

戸隠そば本店 静岡市葵区 清閑町１２－１ 飲食店

アミカ静岡清閑店 静岡市葵区 清閑町１４－１０ ショッピング

オリーブキッチン和 静岡市葵区 瀬名川２－２７－３３ 飲食店

京昌園瀬名川店 静岡市葵区 瀬名川３－２６－１５ 飲食店

SHIGETA 静岡市葵区 片羽町５１ サービス

長島酒店 静岡市葵区 竜南１－１２－７ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かつ政 竜南店 静岡市葵区 竜南１－１６－１３ 飲食店

ステーキハウス成しま竜南店 静岡市葵区 竜南２－３－２８ 飲食店

富屋珈琲店 静岡市葵区 竜南３－１６－８ ショッピング

浮月楼 静岡市葵区 紺屋町１１－１ 飲食店

CREA TABLE 静岡市葵区 紺屋町１１－１　ガーデンスクエアビル１Ｆ ショッピング

OCEANS11 静岡市葵区 紺屋町１２－５　８Ｆ 飲食店

ビストロザファーム 静岡市葵区 紺屋町１２－８　フォレスト紺屋町　１Ｆ 飲食店

TheNaturalShoeStore 静岡市葵区 紺屋町１２－８　静岡三晃社ビル　１Ｆ ショッピング

京昌園 紺屋町店 静岡市葵区 紺屋町１３－２　ニュータウンビル 飲食店

寿し幸　実宇栄 静岡市葵区 紺屋町１３－６ 飲食店

料理 樹 静岡市葵区 紺屋町１３－６ 飲食店

入船鮨　葵タワー店 静岡市葵区 紺屋町１７－１ 飲食店

静岡市美術館ミュージアムショップ 静岡市葵区 紺屋町１７－１　葵タワー３Ｆ ショッピング

満堂紅 静岡市葵区 紺屋町１７－１　葵区タワー　Ｂ１Ｆ 飲食店

江戸ッ子静岡店 静岡市葵区 紺屋町２－２　Ｂ１Ｆ ショッピング

アッカスタイル 静岡市葵区 紺屋町３－１　２Ｆ サービス

LUYS HAIR DESIGN 静岡市葵区 紺屋町３－１　ＣＲＯＳＳＮＩＮＥ　３Ｆ サービス

MARKET 静岡市葵区 紺屋町３－１４　第二コスモスビル　２Ｆ サービス

CHAOS 静岡市葵区 紺屋町３－５　コスモス第一ビル　３Ｆ サービス

すし屋の佳賢 静岡市葵区 紺屋町４－１０　３Ｆ 飲食店

のっけ家 静岡店 静岡市葵区 紺屋町４－２７　森川ビル　１Ｆ 飲食店

しおや本店 静岡市葵区 紺屋町４－２７　森川ビル　２Ｆ 飲食店

とんかつ不知火 静岡市葵区 紺屋町４－６　ガーデンスクエア第五ビル　１
Ｆ 飲食店

JUNGROOVE 静岡市葵区 紺屋町５－１５ ショッピング

田丸屋本店 造りの山葵 静岡市葵区 紺屋町５－２ 飲食店

田丸屋本店 静岡市葵区 紺屋町６－７ ショッピング

赤から 静岡紺屋町店 静岡市葵区 紺屋町６－９　中ビル　２Ｆ 飲食店

Regalo 静岡市葵区 紺屋町８－１３　内野ビル　２０３ サービス

美容室 Brillia 静岡市葵区 紺屋町８－６　ミマツビル　７Ｆ サービス

スーパー山金 静岡市葵区 羽高５４－２ ショッピング

すし処俺らの家まで 静岡市葵区 羽鳥２丁目１６－３４　 飲食店

すがぬま理髪店 静岡市葵区 若松町１５ サービス

アンジュール・マルシェ 静岡市葵区 茶町１－２７－２ ショッピング

ガイアフロー静岡蒸溜所 静岡市葵区 落合５５５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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天ぷら　すぎ村 静岡市葵区 追手町１－２１　オーテシティビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

駿府の肉処 静岡そだち 静岡市葵区 追手町２－１５ 飲食店

コルヌコピア 静岡市葵区 追手町７－１７　１Ｆ 飲食店

宗家源吉兆庵 東静岡店 静岡市葵区 長沼８５８－１ 飲食店

STRICT－G NEOPASA静岡店 静岡市葵区 飯間１２５８　ＮＥＯＰＡＳＡ静岡下り ショッピング

ラ・モード SANADAYA 本店 静岡市葵区 馬場町２９ ショッピング

豆豊浅間通り店 静岡市葵区 馬場町９１ 飲食店

山海食彩　実りの樹 静岡市葵区 駒形通１丁目１－３０　 飲食店

とみた屋 静岡市葵区 駒形通４－１１－２１ ショッピング

Hair design Birth 静岡市葵区 駒形通６－５－４　秋山郷　１Ｆ サービス

BeerOWLE 静岡市葵区 駿府町１－２７　勝山ビル１Ｆ ショッピング

シエロアスール マテリアル 静岡市葵区 鷹匠１－１０－１２ ショッピング

mint by FORTE 静岡市葵区 鷹匠１－１４－１　メビウス　１Ｆ サービス

美容室PALS 鷹匠店 静岡市葵区 鷹匠１－１４－１　メビウスビル　２Ｆ サービス

コンブリオ 静岡市葵区 鷹匠１－２－５　鷹一山梨ビル２Ｆ サービス

旬菜遊膳　あつみ 静岡市葵区 鷹匠１－２－８ 飲食店

hairsalonpourvous 静岡市葵区 鷹匠１－４－１４　ラフィーネ亀山１Ｆ サービス

レストランサングリア鷹匠店 静岡市葵区 鷹匠１－７－１３　１Ｆ 飲食店

grace hair dressing 静岡市葵区 鷹匠１－７－１３　エスパシオ鷹匠　２－Ｂ サービス

Rokkodo 静岡市葵区 鷹匠１－８－６ ショッピング

四季の味　寿々喜 静岡市葵区 鷹匠１丁目６－３　 飲食店

chagama 静岡市葵区 鷹匠２－１０－７ ショッピング

Zappa 静岡市葵区 鷹匠２－１５－１０　越前屋ビル　１Ｆ 飲食店

欧和料理とワインcaravin 静岡市葵区 鷹匠２－２５－１７　チサンクロスロード鷹匠
　１０２ 飲食店

neoneo　麻と暮らす 静岡市葵区 鷹匠２丁目１０－２５　 ショッピング

plow 静岡市葵区 鷹匠２丁目１４－１２ラティエ－ラ鷹匠２Ｆ サービス

LaCavedeNAGAFUSA 静岡市葵区 鷹匠３－１９－１８　ドマーニ鷹匠１Ｆ 飲食店

Kubota 静岡市葵区 鷹匠３－２０－３－２ 飲食店

魚弥長久 静岡市葵区 鷹匠３－２２－５ 飲食店

末広寿し本店 静岡市葵区 鷹匠３－３－１３ 飲食店

HIBARI BOOKS 静岡市葵区 鷹匠３－５－１５　第一ふじのビル　１Ｆ ショッピング

明和 静岡市葵区 鷹匠３丁目１３の８　 ショッピング

Alain Deco 静岡市葵区 鷹匠３丁目８－４ ショッピング

河太郎 静岡市葵区 黒金町５５　シズオカコウツウビル 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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北京ダック祥瑞 静岡市葵区 黒金町５５　静岡交通ビル　２Ｆ 飲食店

地鶏旬菜ダイニング鶏菜静岡駅南店 静岡市葵区 黒金町５５　静岡交通ビル　８Ｆ 飲食店

ステーキハウス成しまみずほ店 静岡市駿河区 みずほ２－７－５ 飲食店

カーテン・じゅうたん王国 静岡店 静岡市駿河区 下島１９５－１ ショッピング

かつ政 高松店 静岡市駿河区 下島421-1 飲食店

ステップ イン たまるや 静岡市駿河区 下川原５－３４－１８ ショッピング

こっこ庵 静岡市駿河区 中原６９６－１ 飲食店

レストランＮＡＧＡＦＵＳＡ 静岡市駿河区 中田１丁目４－５ 飲食店

ジーンズショップオサダ 中田店 静岡市駿河区 中田２－１１－２７ ショッピング

治一郎 中田店 静岡市駿河区 中田４－２－６ 飲食店

キンバリー静岡 SBS通り店 静岡市駿河区 中田本町６－１７ ショッピング

かつや静岡インター店 静岡市駿河区 中野新田３７７－１ 飲食店

丁子屋 静岡市駿河区 丸子７－１０－１０ 飲食店

マルツ静岡八幡店 静岡市駿河区 八幡２－１１－９ ショッピング

創作珈琲工房 くれあーる 静岡市駿河区 八幡３－５－４ ショッピング

静岡鑑定団八幡店 静岡市駿河区 八幡５－８－３ ショッピング

ゆず庵 静岡インター通店 静岡市駿河区 南安倍３－４－１３ 飲食店

京昌園 静岡駅南口店 静岡市駿河区 南町１０－１　アクロスキューブ静岡南町　
４・５Ｆ 飲食店

Le Comte 静岡市駿河区 南町１０－１４　オラシオン南町Ⅱ１Ｆ 飲食店

十千花前 静岡市駿河区 南町３－２ 飲食店

mamAsIenne 静岡市駿河区 南町３－２５　２Ｆ サービス

入船鮨　南店 静岡市駿河区 南町６－６ 飲食店

スーパーおさだ 静岡市駿河区 向敷地８７－１ ショッピング

アストロプロダクツ 静岡店 静岡市駿河区 国吉田２－６－２６ ショッピング

カットハウス ビーヘアー 静岡市駿河区 国吉田４－５－２９ サービス

スーパー 安藤 国吉田店 静岡市駿河区 国吉田４－６－１５ ショッピング

PINT 静岡市駿河区 大和２－８－２７ サービス

UMI 静岡市駿河区 大谷３－３１－２５ ショッピング

asile 静岡市駿河区 大谷４５８７－１ サービス

Buddy－buddy 静岡市駿河区 宮本町１－１３ サービス

すしと板前料理篤 静岡市駿河区 小鹿１－４－１９ 飲食店

焼肉きんぐ 静岡小黒店 静岡市駿河区 小黒３－１０－１３ 飲食店

アップガレージ 静岡店 静岡市駿河区 広野３－１４－１０ ショッピング

シードコーポレーション 静岡市駿河区 敷地２－６－３３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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江崎書店 イトーヨーカドー店 静岡市駿河区 曲金３－１－５ ショッピング

メリーランド 曲金店 静岡市駿河区 曲金３－５－４０ サービス

南部じまん市 静岡市駿河区 曲金５－４－７０ ショッピング

Flower Factory byマキノ 静岡市駿河区 曲金６－１－５０ ショッピング

Lereve 東静岡店 静岡市駿河区 曲金６－４－１６－１０１　ラセーヌ東静岡 サービス

美容室 venti 静岡市駿河区 曲金６－６－２０　シーフィールド１０１ サービス

ハウマッチライフ静岡産業館西通り店 静岡市駿河区 有明町７－１１ ショッピング

ハウマッチウェア静岡産業館西通り店 静岡市駿河区 有明町７－１１ ショッピング

ブックオフ 静岡産業館西通り店 静岡市駿河区 有明町７－１３ ショッピング

入船鮨　登呂店 静岡市駿河区 有東２－３－２９ 飲食店

文具館 コバヤシ 長田店 静岡市駿河区 東新田１－１－１５－２８ ショッピング

吉見書店 長田店 静岡市駿河区 東新田２－１６－２２ ショッピング

かん吉 静岡店 静岡市駿河区 東新田４－１９－５ 飲食店

レストラン　サングリア　久能店 静岡市駿河区 根古屋１６２－１ 飲食店

パンの材料屋maman 静岡市駿河区 桃園町８－１０ ショッピング

Le　Seil　de　岩﨑 静岡市駿河区 森下町１－３０　サンコウビル　１Ｆ　Ｂ 飲食店

グラデボール日本平店 静岡市駿河区 池田１１５６－１ 飲食店

noma－nikabyLereve池田店 静岡市駿河区 池田１８１１－１ サービス

トーカイ 静岡池田店 静岡市駿河区 池田１８２－１ ショッピング

ヘア＆メイクSAPPHIRE静岡店 静岡市駿河区 池田２２５－１ サービス

スーパー 安藤 池田店 静岡市駿河区 池田７７６ ショッピング

TEMBOOO 静岡市駿河区 登呂３－１－１　静岡新聞社　１７Ｆ 飲食店

そば半　登呂店 静岡市駿河区 登呂６－２－１ 飲食店

どんどん 静岡石田店 静岡市駿河区 石田１－１－４３ 飲食店

NANAMI 静岡市駿河区 稲川１－２－２２ ショッピング

Twins Cure 静岡市駿河区 稲川３－１－１　第一芙蓉ビル　２Ｆ サービス

コーヒー乃川島 駅南店 静岡市駿河区 稲川３－２－２１　グランディール稲川　１Ｆ ショッピング

炭火焼肉慶州 静岡市駿河区 緑が丘町１１－１ 飲食店

OMOCHA聖一色店 静岡市駿河区 聖一色１５４－４ 飲食店

かつや静岡聖一色店 静岡市駿河区 聖一色１８８－７ 飲食店

からやま草薙店 静岡市駿河区 聖一色１９４－６ 飲食店

TNF／DN静岡草薙店 静岡市駿河区 聖一色６５４－６ ショッピング

金とき池田店 静岡市駿河区 聖一色８６－４ 飲食店

テイクアウト金とき池田店 静岡市駿河区 聖一色９４－４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉 南大門 静岡市駿河区 西中原１－５－４１ 飲食店

にしきや 静岡市駿河区 西脇３０２ ショッピング

men’s hair ONE 静岡市駿河区 見瀬１０９　第二長田ハイツ　１０２ サービス

ルシェルシュ 静岡市駿河区 見瀬２７８－１　ＡＲＴ１Ｆ ショッピング

ステーキハウス成しま草薙店 静岡市駿河区 谷田４－５ 飲食店

コレット 静岡市駿河区 谷田４１－１　コーポラスアートビル　１０２ サービス

patisserie salut． 静岡市駿河区 谷田４１－３０　アベニューサモン　１０１ 飲食店

文具館 コバヤシ 豊田店 静岡市駿河区 豊田１－２－５ ショッピング

千里馬 静岡市駿河区 豊田３－８－４７ 飲食店

長田じまん市 静岡市駿河区 鎌田３５－２ ショッピング

京城園 本店 静岡市駿河区 馬渕２－１４－１３ 飲食店

ブックオフ 静岡馬渕店 静岡市駿河区 馬渕３－４－６ ショッピング

味処奥むら 静岡市駿河区 馬渕３丁目１４－３５　 飲食店

そば半馬渕店 静岡市駿河区 馬渕４－５－２３ 飲食店

ジョイプラザ高松店 静岡市駿河区 高松１－１５－２８ ショッピング

TNF／HH静岡店 静岡市駿河区 高松１－２４－１０ ショッピング

とんかつうんの 静岡市駿河区 高松２－１－１０ 飲食店

本格讃岐うどん　こころ彩 静岡市駿河区 高松２５７６ 飲食店

ミルポワ 静岡市駿河区 高松２６６３－１ 飲食店

かつ榮　小山茶寮 駿東郡小山町 用沢４２０－４ 飲食店

御門屋富士店 駿東郡小山町 菅沼１８３８－７ 飲食店

muguet． 駿東郡小山町 須走１７４－１ サービス

エテルナ 柿田川店 駿東郡清水町 久米田７２－１ ショッピング

グランド牛若丸 三島・清水町店 駿東郡清水町 伏見２５－７ サービス

わたやすサントムーン店 駿東郡清水町 伏見５２－７ ショッピング

長倉書店サントムーン店 駿東郡清水町 伏見５８－１　サントムーンアネックス　３Ｆ ショッピング

どんどん 三島店 駿東郡清水町 八幡１７９－１ 飲食店

インク清水町卸団地店 駿東郡清水町 卸団地２４４ ショッピング

TIME MACHINE ススム家 駿東郡清水町 卸団地３７２－１３ ショッピング

とりうし精肉店 駿東郡清水町 卸団地３７２－１５ ショッピング

ブーランジュール 駿東郡清水町 卸団地３７２－１７ 飲食店

綾市商店 卸団地店 駿東郡清水町 卸団地３７２－１８　食遊市場 ショッピング

かのや商店 駿東郡清水町 卸団地３７２－１９ ショッピング

みぞた商店 駿東郡清水町 卸団地３７２－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

48 / 49

[静岡県静岡県]



服部海苔店 駿東郡清水町 卸団地３７２－６ ショッピング

大野商店 食遊市場 卸団地店 駿東郡清水町 卸団地３７２－７ ショッピング

ミートピアホートク沼津卸団地店 駿東郡清水町 卸団地６－１ ショッピング

gajumal 駿東郡清水町 堂庭７４－５ サービス

CRUNCH・HAIR 駿東郡清水町 徳倉１７６４－１　アジュール　１Ｆ サービス

ヘアーシエスタ 駿東郡清水町 新宿１７５－１－１０２ サービス

ZEAL 駿東郡清水町 柿田１４６－９ サービス

毎日牧場 駿東郡清水町 湯川１０－５５ 飲食店

株式会社栗田家具センター三島店 駿東郡清水町 玉川１０１－１ ショッピング

炭火焼肉 ダイニング 代官山 駿東郡清水町 玉川１０６－５ 飲食店

安楽亭　三島清水町店 駿東郡清水町 玉川２２８－３ 飲食店

マルサン書店サントムーン店 駿東郡清水町 玉川６１－２ ショッピング

銀米堂 サントムーン柿田川店 駿東郡清水町 玉川６１－２ ショッピング

サントムーン柿田川生鮮館 駿東郡清水町 玉川６１－２ ショッピング

オレンジピア 駿東郡清水町 玉川８１－８ ショッピング

創庫生活館 駿東店 駿東郡清水町 長沢３１１－１ ショッピング

石舟庵 長泉店 駿東郡長泉町 下土狩１３７５－１ 飲食店

GLOCEAN capri 駿東郡長泉町 下土狩３６４－１ サービス

静岡がんセンターレストラン駿河 駿東郡長泉町 下長窪１００７ 飲食店

アンフィニスペース 駿東郡長泉町 下長窪１０７６　ウェルディ長泉　３Ｆ サービス

有限会社横山精肉店 駿東郡長泉町 下長窪６０７－７ ショッピング

潮音 駿東郡長泉町 中土狩３７４－７ 飲食店

かつ榮　長泉茶寮 駿東郡長泉町 中土狩５３９　フレスポ長泉 飲食店

カフェ・ド・フル－ル 駿東郡長泉町 中土狩８１３－２０ 飲食店

びっくりドンキー長泉店 駿東郡長泉町 南一色８－１ 飲食店

日本料理 テッセン 駿東郡長泉町 東野３４７－４４ 飲食店

BOOKSランケイ社 駿東郡長泉町 竹原２８５－１ ショッピング

EarthCafe＆Deli 駿東郡長泉町 竹原３９２－５ 飲食店

牛若丸ジャパン長泉町店 駿東郡長泉町 納米里２０６－１　ネクサスウツギビル１Ｆ サービス

Bot 駿東郡長泉町 納米里２０９－１ ショッピング

ウシワカマル ミライ 駿東郡長泉町 納米里２１４－１ サービス

カスタード牛若丸長泉町店 駿東郡長泉町 納米里６７－３　ヴィ・テラス１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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