
◎豊橋市新型コロナ通知システム⺠間登録状況⼀覧（令和5年1⽉5⽇時点、 1,449件）
※掲載順はシステム登録順です。
※掲載につきご承諾いただいている店舗様のみ掲載しています。

No. 店舗（支店）・イベント・施設名 住  所

1 タリーズコーヒー 豊橋駅前店 豊橋市駅前大通1丁目132

2 豊橋サイエンスコア 豊橋市⻄幸町字浜池333-9

3 豊橋パークホテル 豊橋市花⽥町野⿊79-2

4 サーラプラザ豊橋 豊橋市白河町100番地

5 ジョージズ豊橋店 豊橋市駅前大通1丁目135ココラアベニュー2Ｆ 

6 (株)⼾⽥⼯務店 向⼭オフィス 豊橋市向⼭大池町19-5

7 りらくる 豊橋井原店 豊橋市井原町45-3

8 有限会社たなか葬祭センター セレモニーホール高師 豊橋市上野町新上野16

9 有限会社たなか葬祭センター セレモニーホール柱 豊橋市柱六番町133-1

10 有限会社たなか葬祭センター セレモニーホール二川 豊橋市大岩町高足道34-19

11 有限会社たなか葬祭センター セレモニーホール飯村 豊橋市飯村北2-29-6

12 有限会社たなか葬祭センター セレモニーホール北島 豊橋市北島町北島52

13 ヒカリ・レンタル株式会社 豊橋市曙町南松原148

14 ゆらり 豊橋市藤沢町141 ホリデイスクエア豊橋

15 ラウンジつぼみ 豊橋市松葉町⼀丁目88 大幸ビル4階

16 シューズランドカトウ 豊橋市栄町31の1

17 元祖豊橋焼肉 大東園 豊橋市神ノ輪町83

18 トヨタカローラ名古屋株式会社豊橋飯村店 豊橋市飯村北三丁目3番地の1

19 たなか葬祭センター セレモニーホール柱 豊橋市柱六番町133-1

20 とりとり亭 豊橋店 豊橋市駅前大通り１丁目75

21 大衆焼肉居酒屋 とりとん 豊橋店 豊橋市駅前大通１丁目114-111豊橋ビル1階

22 平松食品 美食倶楽部 豊橋市梅藪町字折地2-1

23 焼肉はうす 希夢知 豊橋市小畷町619

24 (株)ビテック 豊橋市下地町

25 Ｖｉｖｉ ａｎｄ．（ヴィヴィアン） 豊橋市駅前大通1-26 東和アネックスビル8-J

26 豊橋技術科学大学附属図書館 豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１−１

27 本気炭火焼鶏きざし 豊橋市上伝馬町26

28 美容室Vita 豊橋市上野町字上野71-2

29 豊橋善意銀行 事務局 窓口 豊橋市八町通5丁目9番地

30 プリントボーイI.D.豊橋店 豊橋市広小路3-83

31 グループホームリーフス 豊橋市東小池町93

32 東京庵 ときわ店 豊橋市松葉町1-9-1

33 蕎⻨匠まつや 豊橋市松葉町3丁目63-4

34 玉川うどん本店 豊橋市広小路1丁目13

35 勢川本店 豊橋市松葉町3丁目88番地

36 大勝庵 豊橋市三ッ相町181-1

37 アスカスポーツいむれ 豊橋市飯村北3丁目3-15

38 勢川吉⽥方店 豊橋市高洲町高洲52-3

39 勢川牟呂店 豊橋市神野新⽥町イノ割73-5

40 アスカスポーツこもぐち 豊橋市菰口町3-87

41 紀文 豊橋市広小路3丁目54-7 ダイアパレス広小路1F

42 勢川⻄駅店 豊橋市花⽥⼀番町185

43 大正庵 豊橋市南松⼭町121-2
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No. 店舗（支店）・イベント・施設名 住  所

44 （株）東京庵本店 豊橋市大手町135

45 成瀬 豊橋市⻄小⽥原町18

46 ＢＡＲ ＢＥＡＲＤ 豊橋市⻄小⽥原町18

47 東京庵小畷支店 豊橋市小畷町310

48 砂場つつじが丘 豊橋市つつじが丘3丁目2-1

49 いずみや 豊橋市佐藤2丁目9-18

50 麺匠つるあん 豊橋市佐藤2丁目7-1

51 てつ家 豊橋市佐藤1丁目11-1

52 らぁ麺 芳⼭ 豊橋市つつじが丘3丁目6-6

53 そば藤 豊橋市中岩⽥3丁目17-1

54 千成 豊橋市飯村南2丁目26-8

55 整体手合せ 豊橋市⻄浜町9-7

56 ナザレ 豊橋市仲ノ町80-1番地

57 東京庵飯村店 豊橋市飯村南4丁目2-15

58 そば良 豊橋市中岩⽥2丁目8-4

59 めん処 庵 豊橋市飯村北2丁目11-1

60 松⽉庵 豊橋市多米東町1丁目1-17

61 林 屋 豊橋市石巻本町茶ノ木12

62 十勝庵 豊橋市南牛川1丁目6-1

63 めん処 ⼀久 豊橋市石巻本町市場46-3

64 鈴川屋 豊橋市吾妻町337

65 大 菊 豊橋市吾妻町101

66 鈴 本 豊橋市老松町153-11

67 アスカスポーツこいけ 豊橋市小池町字角⽥46

68 勢川みゆき店 豊橋江島町148

69 松河屋 豊橋市小池町⻄海⼾67

70 花屋うどん 豊橋市⻄幸町古並44-1

71 手打めん処大智 豊橋市上野町新上野75-5

72 砂場 高師店 豊橋市⻄高師町小⾕35

73 麺家まつふく 豊橋市⻄高師町船渡120-3

74 （有）福むら 豊橋市潮崎町45

75 砂場大清水 豊橋市大清水町大清水77-1

76 （株）そば源 豊橋市植⽥町上リ⼾1-2

77 （有）清水庵 豊橋市大清水町娵⽥54

78 徳兵衛 豊橋市船渡町船渡97-3

79 勢川つつじが丘店 豊橋市つつじが丘2-3-7

80 ラーメン宝塔 豊橋店 豊橋市東脇4丁目21-1

81 いきなりステーキ 豊橋三ノ輪店 豊橋市三ノ輪町本興寺43 第2丸中マンション1Ｆ

82 おにぎり屋こりん豊橋駅店 豊橋市花⽥町⻄宿無番地豊橋駅構内

83 三河開化亭牧野店 豊橋市牧野町152-4

84 Bull Pulu 移動販売車 豊橋市駅前大通り⼀丁目135 ココラアベニュー2階

85 Bull Pulu 豊橋ココラアベニュー店 豊橋市駅前大通り⼀丁目135 ココラアベニュー2階

86 プロント豊橋駅店 豊橋市花⽥町⻄宿無番地豊橋駅構内

87 三河開化亭 岩⽥店 豊橋市東岩⽥1丁目11-8

88 株式会社ブレス AILES FORTUNA 豊橋市柱四番町14−１

89 株式会社ブレス 豊隆殿 三ノ輪ホール 豊橋市三ノ輪町本興寺3-27

90 株式会社ブレス 豊隆殿 羽根井ホール 豊橋市羽根井⻄町14-3
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91 株式会社ブレス 豊隆殿 曙ホール 豊橋市曙町測点111-1

92 株式会社ブレス 豊隆殿 わたつ橋ホール 豊橋市高洲町字高洲24-1

93 株式会社ブレス 豊隆殿 ファミリーホール二川 豊橋市大脇町字大脇ノ⾕1-6

94 畑中カメラ スタジオ・アート 豊橋市飯村北3-19-22

95 三河開化亭カルミア店 豊橋市花⽥町⻄宿無番地豊橋ステーションビルカルミア１階三河開化亭カルミア店

96 さわやかカット イズ 豊橋市東⽥町字井原38-27

97 ⿊松家餃⼦ 豊橋市松葉町1-104

98 こくみん共済 coop 共済ショップ豊橋店 豊橋市佐藤1-2-1

99 鈴八庵 豊橋市⻄⻄幸町字浜池7

100 琴 豊橋市松葉町2丁目11 ISMビル3E

101 Trattoria Felice 豊橋市前⽥町2丁目10−5

102 株式会社 旬彩市場 豊橋市⻄幸町字浜池35-22

103 吉㐂 豊橋市小池町字⻄海⼾76-1

104 近藤⻭科医院 豊橋市花⽥二番町158

105 信洲庵小池店 豊橋市東小池町161-3

106 信洲庵中浜本店 豊橋市中浜町83-5

107 信洲庵匠福岡店 豊橋市小池町上ノ⼭46

108 勢川磯辺店 豊橋市駒形町下⽥92-2

109 隠れ家ダイニング かぐやひめ 豊橋市草間町平東130 東和プラザ 1F

110 Assure hair resort 豊橋市牟呂外神町15-7 ハイツブルーベリー1F

111 勢川新吉店 豊橋市新吉町24

112 Fuurin caffe' 豊橋市東脇1-17-7

113 中国料理美楽 豊橋市曙町字南松原124-1

114 株式会社サンハウジング 豊橋市南小池町99-1

115 キッチンNAKA 豊橋市佐藤四丁目28-3

116 ライフ・プラネット 豊橋市東松⼭町61

117 NHK文化センター豊橋教室 豊橋市今橋町1-2NHK放送会館内4階

118 洋食ビストロ にっころや 豊橋市関屋町4−4

119 たこ焼き酒場ポルポ 豊橋市松葉町2-42

120 Avenir 豊橋市飯村北5丁目11-17

121 自家焙煎珈琲 凛 豊橋市曙町字松並6

122 カフェ ディノ 豊橋市井原町118-5

123 うのや整骨院 豊橋市雲⾕町ノナカ45

124 CUSCUS 豊橋市東小鷹野4丁目11-17

125 すずめの学校 夜の部 豊橋市草間町平東130東和プラザ1F-12

126 唄えるカフェ ぴーすふる 豊橋市柱六番町100  101

127 魚正 豊橋市大橋通り1-28

128 ココカラファイン小鷹野薬局 豊橋市⻄小鷹野2-1-1

129 ココカラファイン薬局豊橋医療センター前店 豊橋市飯村町字浜道上50-1

130 ココカラファイン薬局 ⻘⽵店 豊橋市⻘⽵町八間⻄17-1

131 シーズ調剤薬局二川店 豊橋市大岩町字北元屋敷34-15

132 ジップドラッグ⻄高師薬局 豊橋市⻄高師町字沢向5番地

133 ジップドラッグ⻄高師店 豊橋市⻄高師町字沢向5番地

134 歌謡ステージくつろぎ 豊橋市伝馬町14

135 株式会社アーバス 豊橋市花⽥町字中ノ坪61番地

136 菓匠絹⼀ 豊橋市前⽥町1-7-2

137 スナック らいず 豊橋市駅前大通り⼀丁目26東和アネックスビル5-D
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No. 店舗（支店）・イベント・施設名 住  所

138 カフェレストラン ルモンド 豊橋市大井町75番地

139 マナカル 豊橋弥生校 豊橋市弥生町東豊和42-25

140 松寿し 豊橋市宮下町85

141 縁の鈴なり 豊橋松葉店 豊橋市松葉町二丁目66-2ロッキービル1階

142 お江⼾ 本店 豊橋市松葉町1丁目24

143 Marché＆Cafe hana･yasai 豊橋市曙町字測点157-2

144 とりあえず吾平豊橋弥生店 豊橋市弥生町宇東豊和60

145 ロワジールホテル豊橋 豊橋市藤沢町141

146 フォーシーズンズ 豊橋市藤沢町141

147 藤さわ 豊橋市藤沢町141

148 豊華楼 豊橋市藤沢町141

149 ホリデイ・ホール 豊橋市藤沢町141

150 ル・シェル（ホテルシーパレスリゾート内） 豊橋市神野新⽥町ミノ割1-3

151 アクアの湯BALI（ホテルシーパレスリゾート内） 豊橋市神野新⽥町ミノ割1-3

152 旨里豊橋 割烹⼀平 豊橋市松葉町2-29

153 ケアハウス・デイサービスセンターすこやかの里 豊橋市飯村町字高⼭118番地

154 天ぷら 季節料理 雅家 豊橋市下地町字神⽥38-2

155 ゆのゆ TOYOHASHI 豊橋市飯村南2丁目31-1

156 カール美容室 豊橋市南松⼭町66

157 リラクションヘアハルナ 豊橋市前⽥南町2-15-9

158 エステーションハルナ 豊橋市前畑町81

159 大清水幼稚園 体操教室・園庭開放(2020/10/20) 豊橋市南大清水町字元町66の2 (イベント終了）

160 大清水幼稚園 園庭開放(2020/10/13) 豊橋市南大清水町字元町66の2 (イベント終了)

161 大清水幼稚園 園庭開放(2020/10/27) 豊橋市南大清水町字元町66の2 (イベント終了)

162 cafe&galerieちろる庵 豊橋市三ノ輪町本興寺2-286

163 あいトピア内 喫茶路面電車 豊橋市前畑町115 豊橋総合福祉センター「あいトピア」

164 豊橋スカイランタン「AMAEZE」 豊橋市⻄高師町字⻄浦32-2

165 大清水幼稚園 さくらんぼ教室・園庭開放(2020/11/17) 豊橋市南大清水町字元町66の2 (イベント終了)

166 大清水幼稚園 親⼦ふれあい遊び・園庭開放(2020/11/10) 豊橋市南大清水町字元町66の2 (イベント終了)

167 大清水幼稚園 園庭開放(2020/11/24) 豊橋市南大清水町字元町66の2 (イベント終了)

168 大清水幼稚園 園庭開放(2020/12/1) 豊橋市南大清水町字元町66の2 (イベント終了)

169 大清水幼稚園 さくらんぼ教室・園庭開放(2020/12/8) 豊橋市南大清水町字元町66の2 (イベント終了)

170 大清水幼稚園 親⼦ふれあい遊び・園庭開放(2020/12/15) 豊橋市南大清水町字元町66の2 (イベント終了)

171 ローカーボカフェ向⽇葵 豊橋市⻄幸町幸38

172 ホテル PLAZAINN豊橋 豊橋市札木町66-1

173 いなみ接骨院 豊橋市細⾕町字中尾93-6

174 手もみ総本店豊橋店 豊橋市潮崎町62

175 ファーストミュージック 豊橋市花⽥⼀番町170和興オフィスビル4階

176 たるみ改善専門サロン ポルト・ボヌール 豊橋市平川本町1-11-8 ル・リシャールⅠ201

177 洋食厨房キッチンDemi 豊橋市飯村北三丁目3番地の9

178 ココラアベニュー 豊橋市駅前大通⼀丁目135

179 ヒノメゾン豊橋店 豊橋市藤沢町33

180 あったかキッチンまあるいおさら 豊橋市⼭⽥三番町66番地

181 20´s BAR IROHA 豊橋市松葉町1-5 誠屋ビル3階

182 オオモリ理容 豊橋市絹⽥町15

183 中国料理 新珠飯店 豊橋市駅前大通⼀丁目83番地

184 旨いハンバーグの店 開化軒 三ノ輪店 豊橋市三ノ輪町字本興寺41-16 第2丸中ビル
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185 カラオケ喫茶 ぽっぷじゃむ 豊橋市前芝町⼭内55-1

186 オールドコースこすたりか 豊橋市牛川町通3丁目14−14

187 シティガーデンこすたりか 豊橋市今橋町1番地

188 カフェこすたりか 豊橋市今橋町1番地

189 カフェＳＯＺＯ 豊橋市牛川町松下20-1

190 うららカフェこすたりか 豊橋市南牛川1丁目16-9

191 ブランデールこすたりか 豊橋市花⽥町⻄宿無番地001

192 中国料理 美楽 豊橋市曙町字南松原124番地1

193 豊橋市社会福祉協議会 ２０２１年はたちのつどい(2021/1/9) 豊橋市前畑町115番地（総合福祉センター『あいトピア』内）(イベント終了)

194 楽酒楽食 TARO 豊橋市大橋通1丁目102-1

195 肉18豊橋駅前店 豊橋市駅前大通1-30 小野ビル１階

196 インドレストランモテイマハール 豊橋市花中町10番地

197 ベトナムレストランフォドラゴン 豊橋市花中町10番地

198 FJU HELP 豊橋市岩屋町岩屋下108

199 次郎⻑寿し ⻑瀬店 豊橋市⻑瀬町字郷⻄40-3

200 成陣 豊橋市前⽥南町2-2-10

201 炭火うなぎ・和風料理  伊勢梅 豊橋市岩屋町字岩屋下29-74

202 ⼀口 豊橋市浜道町沢東34-1

203 サロン・ド・マイルストーン 豊橋市向⼭町中畑１番地 マイルストーンビル1F

204 寿司 うなぎ 羽⼦吾 豊橋市大橋通り1-95

205 BROWNS 豊橋市松葉町3-70

206 京寿し 豊橋市牛川通3-1-2

207 古⺠家と鶏料理 おとぎ家 豊橋市花⽥二番町148

208 杏華楼 豊橋市新栄町字南小向107-1

209 ピッツェリアネアポリス 豊橋市向⼭町中畑13−1マイルストーン1階

210 まんのうや 豊橋市中浜町219-12 シティーキャビン1-A

211 らぁ麺幸跳 豊橋市東脇3-9-5

212 Three In The Black 豊橋市花⽥中ノ坪49-3 フジシロビル1A

213 有限会社 魚雅 豊橋市神野新⽥町字カノ割102-1

214 pasta&meat STAUB 豊橋市向⼭町⼀本松1-1向⼭フォレスタUNO

215 ビストロ ヴァン・ルージュ 豊橋市⻄幸町字浜池42-3

216 桜梅桃李 豊橋市⻘⽵町字ハ間⻄9

217 中華風手料理桂林 豊橋市中岩⽥二丁目3番地の1

218 鳥栄 豊橋市神明町75

219 焼肉はなだ 豊橋市つつじが丘二丁目7番地27

220 太朗串 豊橋市花⽥⼀番町26-2

221 大清水幼稚園 親⼦ふれあい遊び・園庭開放(2021/1/19) 豊橋市南大清水町字元町66の2(イベント終了)

222 大清水幼稚園 園庭開放(2021/1/26) 豊橋市南大清水町字元町66の2(イベント終了)

223 大清水幼稚園 園庭開放(2021/2/2) 豊橋市南大清水町字元町66の2(イベント終了)

224 大清水幼稚園 さくらんぼ教室・園庭開放(2021/2/9) 豊橋市南大清水町字元町66の2(イベント終了)

225 大清水幼稚園 親⼦ふれあい遊び・園庭開放(2021/2/16) 豊橋市南大清水町字元町66の2(イベント終了)

226 チャイニーズダイニングOolong 豊橋市向草間町字北新切20-1

227 カフェ ブリュージョン 豊橋市石巻本町字橋上46

228 ひつまぶし⻑楽 豊橋市駅前大通り1丁目102-1

229 三三九 豊橋市呉服町75

230 Wine & Cafe 夏目 豊橋市東⽥町三番地二

231 みずき 豊橋市松葉町⼀丁目67COZYビル2F
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232 富多川 豊橋市大岩町南元屋敷24

233 アニバーサリーレストラン ボンファン 豊橋市草間町字二本松6-1

234 めん処高むら 豊橋市入船町55-1

235 カフェPinos 豊橋市松葉町3丁目54

236 アンタレス ガンバル飲食店緊急支援(2021/3/1) 豊橋市柱六番町100番地(イベント終了)

237 親⼦カフェ ring a bell 豊橋市王ヶ崎町字八幡前40

238 千代娘 豊橋市松葉町3-83

239 みき寿司 豊橋市有楽町102-4

240 カレーハウスCoCo壱番屋 豊橋岩⽥店 豊橋市平川本町1丁目3-6

241 麺屋 陣 豊橋市大脇町字大脇75-4サンライズふたがわ103

242 みゆき寿司 豊橋市牛川通二丁目10-14

243 砂場 豊橋市大清水町大清水77-1

244 炭焼麒喜 豊橋市東脇1-14-8

245 ハンバーグ専門店 オクトパス☆ガーデン 豊橋市新吉町34番地

246 大衆酒場ほなか 豊橋市駅前大通1丁目20番地浅井ビル1階

247 nostalgia 豊橋市花園町74番地 テントビル２階

248 中国料理 里弄 豊橋市井原町87-6

249 居酒屋 弦 豊橋市多米中町2丁目14-10

250 勢川 磯辺店 豊橋市駒形町字下⽥92の2

251 葉隠亭 豊橋市広小路2丁目25-1

252 Marche' 豊橋市松葉町2丁目16

253 Boqueria 豊橋市広小路1丁目36

254 くう 豊橋市新本町101 杉⽥ビル1FB

255 レストラン シャンデリア 豊橋市老津町新⽥192

256 創作美味わっぽい 豊橋市広小路2-2

257 gチュロス 豊橋市駅前大通り2丁目71番地

258 呑み喰い処 笑ん家 豊橋市三本木町字新三本木125-1

259 オールナイトサウナ ピア 豊橋市神野新⽥町ヨノ割66

260 鐘庵 大村町店 豊橋市大村町橋元83

261 すずめ食堂 豊橋市向草間町字北新切131-3

262 唐揚げのスズヒロ ⻄小鷹野店 豊橋市⻄小鷹野⼀丁目3-1

263 飛騨路 豊橋市札木町47番地

264 Heart to Heart 豊橋市札木町45番地

265 いちょう中野町本店 豊橋市中野町字平北80

266 いちょう豊橋駅前店 豊橋市広小路1-39

267 キッチン⼭⽥農園 豊橋市東脇四丁目23-27

268 焼肉おぜん屋 豊橋市神野新⽥町字中道東235-3

269 南風荘 豊橋市北⼭町36-1

270 ビーナスバール 豊橋市牟呂市場町2-10 第⼀岡⽥マンション1Ｆ

271 つくし寿司 豊橋市⻄新町53番地

272 コウヨウ館 浜道店 豊橋市浜道町字新百々池9-3

273 コウヨウ館 二川店 豊橋市雲⾕町字上ノ⼭189-1

274 鮨酒肴場 はんなり 豊橋市駅前大通り1丁目135 ココラアベニュー1F

275 大安吉⽇ 豊橋市小松町字南郷1番地5

276 鮨⻲ 豊橋市東岩⽥三丁目5番7

277 CheeseCourt 豊橋市広小路1-22

278 磯寿司 豊橋市南牛川2丁目8-6
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279 い志かわ 豊橋市新本町103 あんずビル1F-C

280 剛ノ家 豊橋市三本木町字新三本木68-9

281 パティスリーエクラン 豊橋市東幸町字⻑⼭19-15

282 岩盤浴セレニテ 豊橋市新栄町鳥畷68-1

283 ラベルタ 豊橋市新栄町字鳥畷68-1

284 株式会社美容室ぴーの 豊橋市牛川通1-6-1

285 Liviムラタ 豊橋市細⾕町近見⼭39-2

286 トータルリラクゼーション ラウム 豊橋市東幸町字大⼭37-11

287 酒蔵 穂の国 豊橋市広小路1−11三河屋地下1F

288 三河屋 豊橋市広小路1−11

289 ヘアースタジオ髪ING 豊橋市南大清水町冨士見593-16

290 TNカフェ 豊橋市大清水町彦坂10-8

291 株式会社 葦元 豊橋市曲尺手町52番地2

292 メンバーズ 更紗 豊橋市松葉町１丁目63-2 水⽉ビル２Ｆ

293 高千穂 豊橋市新栄町東小向75−1

294 蕎⻨と居酒屋イロドリ 豊橋市駅前大通二丁目53-9

295 ブーランジェリーあめみ 豊橋市東幸町字⻑⼭62

296 アパホテル〈豊橋駅前〉 豊橋市広小路1-1

297 ジタン 豊橋市松葉町1丁目67 cozyビル

298 TOWA TOWA 豊橋市松葉町1-67COZYビル2F-B

299 本の豊川堂 本店 豊橋市呉服町40

300 本の豊川堂 カルミア店 豊橋市花⽥町⻄宿無番地

301 本の豊川堂 アピタ向⼭店 豊橋市向⼭町中畑1-1アピタ向⼭店2階

302 大衆割烹 和泉 豊橋市柱七番町15-1

303 WASHOKU ⺒庵 豊橋市駅前大通⼀丁目74番地1CASTELLO 1F

304 フラワーブティックリビー 豊橋市三本木町元三本木48-2

305 珈琲館ピア 豊橋市花⽥町荒木29-1

306 trueal hair design 豊橋市南小池町128-1-1F

307 天源 豊橋市広小路⼀丁目42番地

308 パナステージわたなべ 豊橋市東岩⽥3-1-4

309 エイブルネットワーク豊橋本店 住まいＬＯＶＥ不動産株式会社 豊橋市柱三番町123

310 小哲の部屋 豊橋市三ノ輪町1-1-2

311 美容室ダンケシェン 豊橋市東光町8−3

312 髪⼯房musubi 豊橋市多米中町1-1-2

313 たかし寿司 豊橋市上野町字上原29-4

314 tua hairgarden (テューアヘアガーデン) 豊橋市牧野町北原5‐1

315 株式会社 なつめ 豊橋市東郷町26番地の1

316 ベーカリーショパン 三ノ輪本店 豊橋市三ノ輪町字本興寺23-5

317 ベーカリーショパン 豊橋⻄店 豊橋市川崎町243

318 アンビエントシェア 豊橋市前⽥南2丁目15-9

319 ウィズ しののめ店 豊橋市東⽥町字北臨済寺35−3

320 マイアミ 豊橋市松葉町2-36

321 秘伝のたれの店 鳥善 豊橋市神明町11

322 広小路でんでん 豊橋市広小路⼀丁目10

323 有限会社 神奈川タイヤ⼯業所 豊橋市中世古町27-2

324 纒ずし 豊橋市⻄幸町古並216-1

325 食事処 まつりや 豊橋市⻄⼭町字⻄⼭377-2
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326 ⺒庵 豊橋市駅前大通⼀丁目74番地1 CASTELLO 1F

327 Bar GRANDONI 豊橋市柱9番町33番地

328 motenas at べっぴんʼS 豊橋市馬見塚町238番地 B201

329 銀しゃり食堂 豊橋市柱九番町41-7

330 ヘアースタジオ パーチ 豊橋市神野新⽥町イノ割109-3

331 Seed(シード) 豊橋市⻄高師町沢向132-2

332 かずこ美容室 豊橋市⻄高師町沢向132-1

333 居酒っく絵っくん 豊橋市東⽥町字井原16-1赤岩ビル106

334 喜聞屋讃岐骨付き鶏 豊橋市平川町7 岩瀬店舗2号

335 羽⼦吾寿司 岩⽥店 豊橋市中岩⽥2丁目14番地3

336 中華料理桃苑 豊橋市⻄高師町字緑76番地5

337 ⼭内クリーニング 豊橋市上野町字上野2-4

338 Ｋ美容室船町店 豊橋市船町263

339 三河◯九鮨 豊橋市南大清水町元町176-3

340 ユタカオートサービス豊橋 豊橋市中野町字平北1-5

341 鮨治 豊橋市森岡町14-41

342 Live＆Diningbar BUZZLE BUNCH 豊橋市広小路1丁目18番地ユメックスビル地下1階

343 ペリドット by ラティ 豊橋市松葉町2丁目11番地1

344 愛知ミシン 豊橋市⻄小池町35-1

345 炭火焼居酒屋まる 豊橋市神野新⽥町字イノ割78-1

346 いろは豊橋株式会社 ASA豊橋中央 豊橋市牛川薬師町43-5

347 ファルコはりきゅうマッサージ 豊橋市花⽥⼀番町180

348 坦々麺 希⻁ 豊橋市中浜町219-45

349 ヒロコヤ 豊橋市瓦町通2-86-1

350 スナック みゆう 豊橋市松葉町2丁目61番地1 レデイスビル2Ｆ

351 love&peace 豊橋市町畑町字森⽥49-5

352 (株)豊橋ギフト 豊橋市佐藤三丁目30-4

353 祝飾りの滝崎 豊橋市大手町56番地の1

354 北炉 豊橋市小松町163-1

355 まいど 豊橋市⻄小池町24

356 ぷれまTV「豊橋梅林園撮影会」(2021/2/23) 豊橋市⻄幸町浜池333‐9サイエンスコア内(イベント終了)

357 有限会社すずこう 豊橋市新吉町45-1

358 ネオこすたりか ミュージアムカフェ 豊橋市今橋町3-1

359 トラットリアチェントロ 豊橋市大岩町字大穴1-238

360 サイクルショップ伊東 豊橋市牟呂外神町1-22

361 HAIR WORKS FUJI 豊橋市旭本町70

362 炉ばた焼 ⽇吉丸 豊橋市⻄小池町66-2

363 魚せき 豊橋市花園町83

364 藤原万之税理士事務所 豊橋市前⽥南町二丁目8番地6

365 中央葬祭 紬庵 豊橋市前⽥町2丁目1-10

366 中央葬祭 仏神殿 豊橋市前⽥町2丁目1-10

367 有限会社 中央葬祭 豊橋市前⽥町2丁目1-10

368 中央葬祭 花⽥会館 豊橋市往完町字往還⻄17-2

369 (株)エメラルド 豊橋市中岩⽥3丁目24番地1

370 ティンバー ランバー 豊橋市高洲町字⻑弦16

371 理容それいゆ 豊橋市中岩⽥⼀丁目14番地30

372 あねごや 豊橋市天伯町字春⽇野84-3
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373 STUDIO Presence 豊橋市小松町南郷2-16 キングダム1

374 (有)松⽥商会 豊橋市浜道町字八坂66

375 SNACK   LUNA 豊橋市新本町103  あんずビル2F

376 ボナンザ 豊橋市松葉町2-34ユトリロ松葉2

377 グリングルメ 豊橋市東岩⽥3丁目5-13

378 スナック来夢 豊橋市駅前大通1丁目109番地より111番先 豊橋ビル2階116号室

379 珈琲舎 ロワイヤル 豊橋市南瓦町34

380 （有）村⽥石油店 豊橋市瓜郷町前川48-1

381 株式会社 希望 豊橋市町畑町字森⽥44-3

382 Live&Diningbar BUZZLE BUNCH 豊橋市広小路1丁目18番地ユメックスビル地下1階

383 アンタレス(2021/2/28) 豊橋市柱六番町100番地(イベント終了)

384 町家ダイニング海⽉ 豊橋市大橋り1丁目 95-1

385 美容室らびっとK 豊橋市つつじが丘三丁目37-9

386 ハート動物クリニック 豊橋市前⽥南町1−7−13

387 美容室ANDY 豊橋市多米中町1-13-30

388 麻雀荘 白河 豊橋市白河町28-2

389 ピッツァ オリーブ 豊橋市⻄幸町浜池19−1

390 スナックBa.bar 豊橋市松葉二丁目34 ユトリロ松葉ビル2 2-D

391 髪の温度 豊橋市⻄岩⽥1-1-5

392 サロンドミュゼ 豊橋市曙町字若松79-6

393 タケダ美容室 豊橋市花⽥二番町26

394 株式会社エム・アシスト 豊橋市⽇色野町新切18番地１

395 ヘアーサロンイヌカイ 豊橋市東小鷹野3-1-10

396 美容室びーわん 豊橋市向⼭大池町18-12

397 ヘアースペース ウィンドミル 豊橋市⻄小鷹野4-15-9

398 有限会社若松園 豊橋市札木町87番地

399 創作和風ビュッフェ和の膳 豊橋市磯辺下地町字下地45

400 和の膳 おざき 豊橋飯村北3-12-5

401 メナード忠興代行店 豊橋市忠興3丁目6-1

402 株式会社 紅屋 豊橋市広小路2-31

403 アンジェリカ 豊橋市中岩⽥2-8-3

404 カットヘアーエル 豊橋市⻄口町字元茶屋28-1

405 プラザＡ岩⽥店 豊橋市中岩⽥1丁目13番地の16

406 髪処おおみ家 豊橋市高師町北新切116-57

407 松本商店 豊橋市町畑町字町畑22-11

408 エルのところIstanbul 豊橋市小松町214

409 株式会社SUNGA 豊橋市雲⾕町字川通23番地70

410 クラシカルコーヒーロースターカフェ 豊橋市植⽥町字関取65

411 魚富久本店 豊橋市松葉町1-95-1

412 フジホーム本社ショールーム 豊橋市大岩町字北⼭398-13

413 創作串揚げと野菜 はやかわ 豊橋市松葉町3-55

414 ラ・クープＨＡＹＡＫＡＷＡ 豊橋市向⼭台町1-1 ハイツ向⼭1-E

415 プライム・サービス 豊橋市上野町上原48番地

416 勢川二川店 豊橋市東高⽥町774番地

417 alchemist 豊橋市東幸町字⻑⼭30ｰ7

418 都タウン株式会社 豊橋市忠興1丁目8-15

419 美容室ワンズパル マオ 豊橋市野依町字東物草84-4
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420 美容室パスリッシュ マオ 豊橋市駒形町道南30-1

421 F.I.K hair &beauty 豊橋市駅前大通り2-71 大豊ビルD-2

422 愛作 豊橋市南牛川1丁目23-7

423 居酒屋 蝶々 豊橋市小浜町5番地パルタウン小浜3B

424 ヘアーサロン ヤマダ 豊橋市大清水町字大清水579-2

425 アトワタン 豊橋市東小⽥原63 402号室

426 レッツ友ニシハチ (有)⻄八家電 豊橋市東小鷹野4-18-11

427 baobab-beans 豊橋市⻄小鷹野4-2-3

428 串焼きとお酒 ごじから 豊橋市花園町20 プリンセス花園１F

429 grotta 豊橋市駅前大通１丁目114番地 豊橋ビル105

430 八雲だんご直売所 豊橋市高⽥町字下地25-1

431 お食事処カネツ 豊橋市石巻町字内屋敷32番地

432 髪ing246 豊橋市二川町⻄向⼭173-4

433 ヘアーサロンYOU 豊橋市飯村町字高⼭121-9

434 株式会社ニューライフフジ 豊橋市東岩⽥三丁目10番地の5

435 エコチャリ豊橋駅前大通店 豊橋市駅前大通2丁目71番地先

436 セカンドストリート二川店 豊橋市大岩町⻄郷内145-1

437 セカンドストリート東脇店 豊橋市東脇3丁目15-8

438 有限会社大村屋 豊橋市大橋通り⼀丁目55

439 焼肉すずき 豊橋市曙町字松並7-4

440 羽⽥理容室 豊橋市花⽥町字小松109-4

441 hair salon Lino 豊橋市牟呂大⻄町13-20

442 エンジェル 豊橋市忠興⼀丁目1番地の2

443 カットサロントヨタ 豊橋市大岩町⻄郷内151-2

444 HAMAYOU 豊橋市牟呂公文町18-10

445 CS fukui 豊橋市大岩町字東郷内189

446 アプアプ 豊橋市花⽥町荒木30 コーポピアB号

447 中国茶館 琴⽉亭 豊橋市多米東町1丁目22-1

448 パナステージ いな 豊橋市北⼭町⻄ノ原38-30

449 GEMOR 豊橋市花⽥⼀番町96

450 Cuun 豊橋市向⼭町字伝馬2-8

451 スナッパーズ 豊橋市佐藤1丁目14番18ステラビル1F

452 Ｃａｆｅちゃちゃ 豊橋市多米中町2丁目3-37

453 まめちゃ 豊橋市多米中町4丁目1-1

454 美容室チェリッシュ 豊橋市駅前大通1-77

455 ＭＧサービス株式会社 豊橋市中岩⽥五丁目6-17

456 株式会社エージェント 豊橋市中岩⽥五丁目3-13

457 おしゃれの店 油屋 豊橋市牛川町字中郷105-2

458 ちぎり葬祭 みなみ会館 豊橋市南大清水町字藤ヶ⾕243

459 Lit. 豊橋市平川本町二丁目12-4

460 まるはちラーメン 豊橋市広小路1-18ユメックスビル1-3

461 九州うまかもんダイニング暖々 豊橋市広小路1-18ユメックスビル4-2

462 みそ煮込みうどん お寺 豊橋市浜道町北側27-1 b-2

463 CAPCELL 豊橋市南松⼭町119

464 UN1CA de BIEMON 豊橋市小松町135

465 barbar&shaving space CHIME 豊橋市北⼭町50-1コーポ北⼭1-A

466 株式会社⼀番 豊橋市大村町大賀里50
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467 焼肉⽇建 豊橋市大岩町字北⼭6-1026

468 アーガス株式会社 豊橋市中郷町23番地

469 万太郎寿司 豊橋市東小浜町111-2

470 飲み食処いこい 豊橋市大岩町字高足道54-1

471 株式会社ニューライフ・フジ たか丘店 豊橋市⻄小鷹野3丁目11-7

472 株式会社ニューライフフジ⻄口店 豊橋市佐藤町字北島5-2

473 スモモバル 豊橋市前⽥南町二丁目8-12

474 株式会社ニューライフフジ 岩⽥店 豊橋市東岩⽥三丁目10番地の3

475 かわらばん 豊橋市東幸町東明26

476 株式会社ニューライフフジ ホルン岩⽥店 豊橋市東岩⽥三丁目10番地の4

477 プレミアム 豊橋市松葉町１丁目39番地 2階⽇脚側

478 株式会社ニューライフフジ 二川店 豊橋市二川町字南裏44-6

479 サロン ド レベリエ 豊橋市神野新⽥町字ロノ割107-3

480 アンバーズ豊橋 豊橋市牛川通1-18-7

481 指圧院成隆 豊橋市神野新⽥町モノ割48-6

482 井上クリーニング 本店 豊橋東脇1丁目27-1

483 ヒロ・クリエイション 豊橋市小松町字南郷2-17

484 写真のひろせ 豊橋市豊岡町167-1

485 うさぱんや 豊橋市上野町新上野75-2

486 微笑 豊橋市野⽥町字野⽥108番地3（E2）

487 アルペンクイックフィットネス 豊橋牛川店 豊橋市牛川薬師町87番地の1

488 なか寿司 豊橋市仲ノ町18番地1

489 J'aime 豊橋市東⽥町字東前⼭10-1

490 ヘアーステージ ヒカリ 豊橋市下地町横⼭64ー2

491 のんのぐらす 豊橋市高洲町字向島19-2

492 ボン千賀 豊橋市駅前大通1-28

493 YUiMA 豊橋市⻄小鷹野4-3-11

494 Setton 豊橋市⻄小鷹野4-3-11 東

495 美容室chili 豊橋市植⽥町字神⼾坂58-1

496 シンエイトラベル株式会社 豊橋市新吉町24番地

497 はなまるうどん豊橋駅前店 豊橋市駅前大通1-135

498 スナック ちょっとだけ 豊橋市中岩⽥2丁目6-2

499 末広茶屋 豊橋市大岩町字火打坂4番地7

500 （有）永⽥建築 豊橋市藤並町字⻄側16-9

501 コロナヘアーサロン 豊橋市富本町46-1

502 Café WASHAGANCHI + 豊橋市前⽥町2-11-2

503 ランブレ 豊橋市南栄町空池63-7

504 キエス 豊橋市⻄小鷹野2丁目2-15

505 アンジェリーク 豊橋市松⼭町36

506 パーラーHANAKO 豊橋市駅前大通1丁目114豊橋ビル107

507 三好寿司 豊橋市仲ノ町135-1

508 リゾートレストランシカン 豊橋市前⽥南町⼀丁目12番地の16

509 街中華 古来や 豊橋市広小路1丁目23-2

510 かつ時 豊橋店 豊橋市向⼭大池町13-1

511 広小路ホルモン酒場 炎や 豊橋市広小路1丁目30-2

512 寿司蔵 安全安心宣言施設 豊橋市前⽥南町二丁目1の3  3-201

513 パラダイス 豊橋市入船町51
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514 IHAW IHAW イハウイハウ 豊橋市⻄幸町字幸15-3

515 りんご治療院 豊橋市馬見塚町315-1 アドバンスライフ101

516 バルコンスズトヨ 豊橋市大村町字橋元83

517 NAIL BLANC 豊橋市東⽥町字東前⼭16-1

518 ストレッチ系もみほぐしネコのび 豊橋市東脇４丁目23-6 石⿊店舗3号室

519 髪職人心 豊橋市雲⾕町字新外ノ⾕38-3

520 orangegarden 豊橋市大橋通り二丁目126

521 グリーンカフェ 豊橋市白河町100番地 豊橋サーラビル1階

522 豊市 豊橋市駅前大通⼀丁目135番地 ココラアベニュー2階

523 ホテルアークリッシュ豊橋 レストランＫＥＩ 豊橋市駅前大通⼀丁目55番地 16階

524 Hair Design LOVOND 豊橋市大岩町東郷内6-3

525 メンズサロン嗜み 豊橋市東⽥町字東前⼭20-40

526 しまうまcafe 豊橋市前⽥南町1丁目5-12のりA第2ビル1階

527 LiveArt Performance【kageASH】(2021/4/11) 豊橋市船町128-29フィオーレ豊橋905(イベント終了)

528 cococafe弥生町店 豊橋市弥生町東豊和17 cococafe弥生町店

529 メンズサロン 嗜み 豊橋市東⽥町字東前⼭16-1

530 株式会社住ミテル 豊橋市花⽥二番町73番地

531 （株）つむぎコーポレーション 豊橋市飯村町字高⼭209-10

532 うまいもんや 鯛松 豊橋市広小路2-24

533 ブルックリン 豊橋市広小路1-4

534 アトランティカ 豊橋市広小路1-4

535 K's bar 豊橋市松葉町二丁目32番地ララ松葉ビル5階

536 サイエンスコア 豊橋市⻄幸町

537 ...andtomi 豊橋市曙町南松原１２

538 Salon De Beaute' M 小浜町60 リージェンツパーク202号

539 カットハウスなお 豊橋市忠興1丁目8番地3

540 cafe RILA 豊橋市中柴町42-3

541 株式会社ヤマウチ建材 豊橋市三ノ輪町４丁目２２−１

542 Ciel 豊橋市松葉町1丁目67番地COZYビル2階D号室

543 セブンイレブン豊橋新栄町店 豊橋市新栄町字南小向101-1

544 まる金ラーメン 豊橋市松葉町1丁目66-1松葉レーンビル1F

545 第49回太陽と⼦どものまつり(2021/5/9) 豊橋市大岩町字火打坂22-16（豊橋おやこ劇場協議会内）(イベント終了)

546 第14回のんほいよさこい「ええじゃないか！まつり」with530運動(2021/5/2) 愛知県豊橋市東岩⽥4-11-18(イベント終了)

547 株式会社リーフ オープンファーム(2021/5/23) 愛知県豊橋市細⾕町字小袋松１７３(イベント終了)

548 株式会社リーフ オープンファーム・七根農場(2021/5/23) 愛知県豊橋市東七根町⻄⼥松原60(イベント終了)

549 Ｄｏｇ＆Ｃａｔ Ｆ 豊橋市野依町字落合1-12イオン豊橋南店１Ｆ

550 豊橋ちぎりライオンズクラブ 砂場で幸せ集め 〜砂浜でゴミを拾って幸せに！〜(2021/5/15) 豊橋市三ノ輪町本興寺43-1(イベント終了)

551 大清水幼稚園 さくらんぼ教室・園庭開放(2021/5/11） 豊橋市南大清水町字元町66の２(イベント終了)

552 未就園児体操教室・園庭開放 (2021/5/18) 豊橋市南大清水町字元町66の２(イベント終了)

553 園庭開放 大清水幼稚園(2021/5/25) 豊橋市南大清水町字元町66の２(イベント終了)

554 MOQULIVING 豊橋市湊町63

555 シャンドエルブ豊橋店 愛知県豊橋市駅前大通1丁目135 ココラアベニュー２F

556 104Cafe 豊橋市神野ふ頭町3番地の２２

557 大清水幼稚園 園庭開放(2021/6/1,2,15,22,29,7/6,13,20) 豊橋市南大清水町字元町66の２(イベント終了)

558 irie kitchen COCORO 豊橋市新栄町南小向91-6

559 モテイマハール Toyohashi hananaka cho 10 banthi

560 ベトナム レストラン フォドラゴン Toyohashi hananaka cho 10
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561 plage riche saxophone quartet コンサート(2021/6/5) 御津町下佐脇新屋46(イベント終了)

562 Active豊橋脳梗塞リハビリジム 愛知県豊橋市⻄小鷹野町１丁目1-3 シャルマンK＆L 103号

563 シーパレスレインボープール 豊橋市神野新⽥町字ミノ割1-3 シーパレスレインボープール管理事務所

564 喫茶マスカ 豊橋市駅前大通3丁目96-1

565 コメダ珈琲店 豊橋大清水店 豊橋市三本木町字新三本木23番地

566 朧⽉豊橋駅前大通り店 豊橋市駅前大通1-34-1ＭKＧ＠駅前ビル2Ｆ

567 Artemis 愛知県豊橋市松葉町1-63 松葉ビルB1

568 SHINE 愛知県豊橋市松葉町1-82⼭徳ビル3F

569 ご縁屋 豊橋市, 北⼭町東浦１０−３１

570 丸よ 愛知県豊橋市札木町50

571 べっぴんや 愛知県豊橋市駅前大通三丁目118番地先 大豊ビル1階

572 じゅう 豊橋市松葉町 1-82 ⼭徳ビル4F

573 ダイハツ豊橋株式会社 豊橋市下地町字橋口４５−３

574 居酒屋 いっぴん 愛知県豊橋市南栄町字東⼭215-2 イングローリー東⼭店舗2

575 立ち飲みナイス 愛知県豊橋市広小路1丁目42番地三光堂ビル地下1階

576 マナカル豊橋駅⻄校 愛知県豊橋市羽⽥町30-1 HSビル1階

577 かわもと接骨院 豊橋市豊岡町130 パークウエストハイムＢ

578 ルパン 豊橋市駅前大通り１−１１４

579 カナディアン パシフィック イングリッシュスクール 豊橋市高師石塚町字石塚36-4

580 うなぎの浜名 豊橋市平川町34-2

581 シカゴ 愛知県豊橋市平川本町２丁目１３−１４

582 居酒屋たぬきの心 豊橋市大脇町字大脇75-4

583 ハピリス訪問看護リハビリステーション 豊橋市新栄町字大溝39サンライズフジB棟101号室

584 香苑 豊橋市杉⼭町字天津前64-2

585 夢菓房童庵 本店 愛知県豊橋市⻄松⼭町24

586 夢菓房童庵 牛川店 愛知県豊橋市牛川通り3-13-1

587 夢菓房童庵 カルミア店 愛知県豊橋市花⽥町⻄宿無番地  豊橋駅ビル カルミア南館２F

588 ユタカ自動車学校 愛知県豊橋市中野町字平北80番地

589 ドッグサロン・ベルーガ 豊橋市南大清水町富士見366-3

590 喫茶カラオケ倶楽部タモン 愛知県豊橋市上野町字新上野29-4

591 河合屋 豊橋市大岩町字東郷内191

592 どんくんの接骨院 豊橋市富士見台4丁目2-10

593 沙羅 愛知県豊橋市⻄高師字奥⾕１ー１１

594 ファミリ-ショップあんどう 豊橋市東⽥町269-2

595 カメラの店泉崖堂(株) 豊橋市広小路3-54-6

596 永野保険事務所 愛知県豊橋市下地町字天神４３−４

597 有限会社 ナガイ 豊橋市大橋通2-131

598 Polaエステイン南陽 豊橋市大崎町平地48

599 企業組合 建築環境システム 豊橋市仁連木町188-3

600 LIBERTY HAIR DESIGN 豊橋市松葉町2-73朝倉ビル2階

601 平和食堂 豊橋市つつじが丘3−21−7

602 割烹たけうち 豊橋市飯村南2-29-3

603 パナステージサントウ 豊橋市伝馬町224

604 膳 愛知県豊橋市佐藤1丁目18-3

605 スイーツニシノ 豊橋市大清水町字大清水3-1045

606 写ING 愛知県豊橋市牛川通3丁目11-2

607 杉浦ハンコ屋 豊橋市三ノ輪町2丁目53番地
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608 カントリーロード 豊橋市松井町字南新切51-6

609 生涯学習センタースタプラ・学習塾ステップアップ・豊橋テストセンター 豊橋市北島町字北島１６７−３

610 ライブハウスAVANTI 豊橋市三弥町元屋敷１２８−３

611 Cut House Modern 豊橋市老松町153

612 大羽ミシン 豊橋店 豊橋市前⽥町2-17-6

613 ファミリーショップダルマヤ 豊橋市 豊栄町字東１３８番地

614 株式会社葵設計事務所 愛知県豊橋市下地町二丁目５１番地

615 寿し善 豊橋市大岩町字沢渡50番地

616 ラウンジ螢 豊橋市松葉町二丁目32 LaLa松葉ビル４階

617 株式会社かく勇 豊橋市大橋通１丁目４４,

618 プリエ１ 豊橋市大岩町字高足道５４−２

619 (有)下條屋 牛川町字中郷68番地

620 ALINA KUKKA 豊橋市前⽥町２−１７−１８

621 みゆきデイサービスセンター 豊橋市東幸町字大⼭139-1

622 くすのきデイサービスセンター 豊橋市岩崎町字利兵63

623 なかざわ・塾 本部校 豊橋市⻄幸町笠松195−1

624 なかざわ・塾 鷹丘校 豊橋市南牛川町2丁目8-8

625 なかざわ・塾 牟呂校 豊橋市東脇1丁目2-1

626 なかざわ・塾 中野校 豊橋市草間町字平東50-6-1 1B

627 豊橋甲羅本店 豊橋市花⽥町字中ノ坪35-1

628 ANNIE INTERNATIONAL SCHOOL 向⼭フォレスタ校 豊橋市向⼭町塚南14-4 向⼭フォレスタDUE 1F

629 サンコーホー 豊橋市野依町字⻄新切48-2

630 まんが喫茶 コミックタウン 豊橋市新本町14番地

631 ボンジョルノ 愛知県豊橋市前⽥町２−６−５向⼭パールビル２Ｆ

632 韓国家庭料理 マシッソヨ 愛知県豊橋市三ッ相町308

633 和心ダイニングいち 中岩⽥５丁目４−１ １階店舗

634 ar nouvelle vaugue 豊橋市佐藤二丁目24番地の7

635 ヘアーサロン アガタ 豊橋市佐藤町字北島7番地の15

636 SNACK 心 愛知県豊橋市駅前大通1丁目26番地 東和アネックスビル3-D

637 株式会社パリッシュホームサービス 豊橋市牟呂町字松崎４番地サンシティ千代⽥B101

638 巴屋 愛知県豊橋市牛川町字中郷77番地1

639 楽 豊橋市松葉町⼀丁目97-2松葉第⼀ビル3F

640 元気プラザ豊橋店 豊橋市花園町47

641 ジュエリークルール 愛知県豊橋市上伝馬町53番地

642 株式会社ノズエ 豊橋市下地町2-44

643 エプロンハウス ひまわり 豊橋市柱四番町74-1

644 就労継続支援B型事業所ブレイクスルー 豊橋市八町通２丁目１７⽇本ガスコム八町通りビル２F

645 松坂司法書士事務所 豊橋市東松⼭町25番地

646 限界突破株式会社 豊橋市八町通２丁目１７⽇本ガスコム八町通りビル２F

647 ⽇本料理レストラン文福 愛知県豊橋市柱二番町57

648 ごはん亭 豊橋市小池町角⽥２１

649 ヘアサロンぐりーん 愛知県豊橋市曙町字南松原68-7

650 クリニカルカイロケアー健寿 豊橋市神野新⽥町字ハノ割１６−５

651 ゴルフ専門店ヨコオ 豊橋市柱六番町129-2

652 茶房大河 愛知県豊橋市前⽥中町11-7

653 なか３ Uma夢chU 豊橋市草間町平東１３０ 東和プラザ１−６

654 うちだ動物病院 豊橋市牟呂市場町14-22
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655 有限会社 豊⽥印章 愛知県豊橋市中柴町90

656 四季鮮菜 よし味 愛知県豊橋市大岩町北⼭395-1

657 中華料理 翠園 愛知県豊橋市三ノ輪町字本興寺２−２３３

658 ニュー東洋ホテル２ 豊橋市八通町９８−１

659 美容室Andante 愛知県豊橋市下地町豊岸127

660 森⽥健康回復センター 愛知県豊橋市東脇4丁目11-15

661 株式会社あづま 豊橋市多米⻄町⼀丁目20番地9

662 鍼灸室SUNNYDAY 豊橋市柱七番町68-20

663 Farmers 愛知県豊橋市駅前大通り3丁目118-6

664 ファミリーサロンアオヤマ 豊橋市多米中町4丁目１９番地１３

665 しゃぶしゃぶ温野菜 豊橋藤沢店 愛知県豊橋市神ノ輪町６０

666 SKY JUICE 愛知県豊橋市松葉町１−１４ ユトリロ松葉B１

667 Awiru 愛知県豊橋市⻄岩⽥3丁目３番地13

668 麻水 愛知県豊橋市松葉２−８−１リバティビル３Ｆ

669 味処 酒⽥ 豊橋市神明町112-1 大手ビルA棟 107

670 すし義 豊橋市伝馬町, 188番地, すし義

671 セレニテ 愛知県豊橋市新栄町字鳥畷68-1

672 shop voggett 愛知県豊橋市富士見台3-25-6

673 喰彩処 成よし 豊橋市中原町字東ノ⾕２ー１７

674 KAISEKI⼀吉 呉服町54

675 (有)伊勢屋酒店 八通町120-2

676 Hair Space ベイブ 豊橋市仲ノ町９７ー２

677 Horang-i 豊橋市東岩⽥3-6-10

678 サラダ館天伯店 天伯町東天伯８２ー１２

679 イザック美穂 豊橋市⻄幸町字幸32-15番地

680 カフェレストラン ゆうゆう人 豊橋市花⽥町字石塚42-1

681 げんこつやま 豊橋市駅前大通2丁目30-2

682 フランス料理ビストロ・アンジュ 豊橋市⻄岩⽥三丁目3-6

683 風花 豊橋市駅前大通り1丁目27-5

684 garden dining Kado 豊橋市 駅前大通2丁目54

685 深見接骨院 愛知県豊橋市八通町10番地

686 みるくほおる橘 愛知県豊橋市神明町６５番地

687 ロイヤル保険コンサルタント 豊橋市三ノ輪町2-96-2

688 豊橋市休⽇夜間急病診療所 愛知県豊橋市中野町字中原100

689 喫茶と焼き菓⼦くろねこ 豊橋市向⼭台町4-14 マンション向⼭101

690 韓国専門料理アンニョン京 愛知県豊橋市牧野町203ｰ8

691 ひっぱり凧 豊橋市松葉町二丁目40−5

692 居酒屋茄⼦亭 豊橋市瓦町通二丁目168

693 株式会社ダイワ衣裳店 東新町73-23

694 喫茶部 汽水域 愛知県豊橋市東小池町89ー1

695 内藤美容室 愛知県豊橋市往完町3

696 ベティーの美容室 豊橋市白河町29-1 白河ハイツ12A

697 (有)⽥辺保険サービス 豊橋市東新町194-1

698 酒肴 ⽵甚 愛知県豊橋市栄町137番地の3

699 東新町もちや 豊橋市東新町75

700 ダスキン豊橋牛川支店 豊橋市牛川町字北台４０−３

701 ポピー豊城支部 豊橋市牛川町字北台４０−３
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702 茶房⽥園 豊橋市馬見塚町250番地

703 味処むらた 豊橋市駅前大通2丁目61-1

704 鮎知（あいち） 鮎料理専門店 豊橋市松葉町2-18

705 からだ元気治療院 豊橋店 豊橋市牛川薬師町43-5

706 ヒロ洋裁 愛知県豊橋市旭町餌指６

707 デリスの午後 豊橋市植⽥町字神⼾坂11-3

708 滝 天伯町字美吉4-1

709 居酒屋  くくる 豊橋市北島町字北島69-1

710 理容フラワー 愛知県豊橋市大清水町字大清水133-1

711 鶏飯広小路バード 愛知県豊橋市広小路1丁目29中嶋ビル1F

712 ルシードスタイルウインズ 豊橋市東脇1丁目1-3

713 割烹ゆうしゅん 豊橋市中浜町118-2

714 天ぷら酒場 どろんこ 豊橋市新本町24-1 石原ビル1B

715 CAFE STAND M+ 愛知県豊橋市南栄町字空池43-13

716 新越総合株式会社 豊橋市御園町7-13

717 POKHARA 豊橋岩⽥店 愛知県豊橋市平川本町1-16-8

718 POKHARA 豊橋駅前店 愛知県豊橋市萱町20番地10

719 マルキ美容室 豊橋市大清水町字大清水569ｰ8

720 じゅんねぇ 愛知県豊橋市東⽥町字井原38-27

721 整体サロンはりこ 愛知県豊橋市牟呂町字北汐⽥17-2

722 ふじい整骨院 愛知県豊橋市牟呂町字北汐⽥17-2

723 中国料理 彩華 豊橋市中野町野中25-1

724 ⽉姫 豊橋市東⽥仲の町78

725 有限会社 中⻄オートセンター 豊橋市神ノ輪町86番地

726 株式会社 大進建設 豊橋市弥生町字, 46-2

727 ヘアーサロンモリタ 愛知県豊橋市⻄口町字⻄ノ口46-188

728 美容室 Beam 愛知県豊橋市弥生町字松原24-8

729 カフェ ブーケ 豊橋市⻄幸町字浜池206-1

730 美容室 lea 豊橋市佐藤5-1-18

731 かちどき亭曙店 豊橋市上野町字新上野79-1

732 すし沢 愛知県豊橋市東細⾕町字小寒１３２−３

733 ヘアーサロン わたつ 豊橋市高洲町字高洲52-2

734 ⽥中社会保険労務士事務所 豊橋市花中町74ヤマニ花中ハイツ102

735 じゃん 豊橋市松葉町2丁目11ISMビル3階

736 おしゃれサロンおくだ 曙町字若松25…1

737 武蔵丸 豊川本店 愛知県豊川市馬場町御堂前74

738 武蔵丸 豊橋藤沢本店 愛知県豊橋市藤沢町114

739 武蔵丸 蒲郡店 愛知県蒲郡市三⾕北通4-84-4

740 武蔵丸 豊橋三ノ輪店 愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺10-8

741 武蔵丸 豊川伊奈店 愛知県豊川市伊奈町新屋251

742 明光義塾 豊橋⻄教室 豊橋市東脇4-1-3

743 明光義塾 豊橋岩⽥教室 豊橋市⻄岩⽥5-1-10  イワタビル1F

744 ２代目むさし丸 豊橋藤沢店 愛知県豊橋市藤沢町114

745 明光義塾 豊橋⻘陵中前教室 豊橋市牛川薬師町62-1

746 ２代目むさし丸 豊橋三ノ輪店 愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺9-15-1

747 武蔵総本店 愛知県豊橋市藤沢町115-2

748 やまと食堂 豊橋南陽通り店 愛知県豊橋市神野新⽥町宮前69
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749 やまと食堂 豊川末広通り店 愛知県豊川市末広通２丁目34

750 Hair Studio 刻 愛知県豊橋市⻄高師町字津森112-10

751 有⽥労務管理事務所 東脇⼀丁目８−５

752 横綱本店 愛知県豊橋市牛川通二丁目4-11

753 丸善モータース ジョイカル豊橋石巻店 豊橋市石巻本町字市場97-6

754 あっとほーむデイサービスあず 豊橋市井原町117番地22

755 BODY  MAKE STUDIO BLOOM 豊橋市三ノ輪町2-93

756 木のおもちゃ・ミニカー クーゲル 豊橋市牛川通５丁目２−１９

757 スーパーよしかね 愛知県豊橋市野依台1丁目34-7

758 平井こうじ屋 豊橋市⻄新町24

759 東脇ゼミナール 豊橋市⻄新町24

760 BEGIN 愛知県豊橋市杉⼭町林崎13-1

761 アートイベント sebone 2021(2021/9/3〜9/5） 駅前大通３丁目１１８−６ 水上ビル 大豊商店街 Farmers(イベント終了)

762 キウィランド英会話教室 豊橋市⻄岩⽥６−１−７

763 エミシア鍼灸接骨院 豊橋市中浜町219-42.43

764 Cafeteria Brasil 東光町12番地

765 スナック 縁 豊橋市

766 ニンジャ不動産株式会社 愛知県豊橋市柱六番町146

767 AZ あづ 豊橋市松葉町2丁目11 ISMビル2F-B

768 すしなべ 豊橋市下地町字野箱103

769 株式会社エコハウジング 大崎町字境松69番地２

770 美容室Rooms 愛知県豊橋市弥生町字東豊和20番地26

771 メガワールド本店 豊橋市平川町3-1

772 メガワールド曙店 豊橋市曙町測点141-1

773 メガワールド汐⽥橋店 豊橋市牟呂町字扇⽥16-1

774 ハートアップ豊橋 豊橋市平川町3-1

775 ハートアップ曙 豊橋市曙町測点141-1

776 トヨソーホール 豊橋市魚町108番地

777 鳥放題 豊橋市広小路1-18ユメックスビル4-1

778 買取店わかば ヤマナカ豊橋フランテ館 豊橋市中野町平北88-19

779 美容室 サロンドブーケ 豊橋市南牛川1-17-17

780 浜の家 豊橋市曙町測点151-5

781 玄米⼯房 豊橋市, 横須賀町植松２４−２

782 i am cafe 豊橋市牛川通り1-13-1 プラザ牛川通り103

783 ACE BAR 豊橋市広小路2-3

784 トーリンホーム・MOQULIVING 夏祭り2⽇目(8/22） 豊橋市湊町63 MOQULIVING(イベント終了)

785 ワインセラーもりた 愛知県豊橋市東脇3丁目1の17

786 ゆたかバランス整骨院 豊橋市⻄岩⽥2-2-1

787 やまぎし整形外科いたみのクリニック 愛知県豊橋市飯村北1-8-3

788 千倉 豊橋市牟呂水神町１４番地の１６

789 公文⻄幸教室 愛知県豊橋市江島町150番地

790 鮨 若菜 豊橋市花⽥町中の坪9-1

791 dollhair 愛知県豊橋市牛川町字⻄郷40-7

792 Relaxation Salon 蘭 豊橋市新栄町南小向106-1

793 Beauty Salon LINE 豊橋市三本木町字新三本木117

794 ヴェルデ 豊橋市東小鷹野４丁目１７−１１

795 居酒屋どんべえ(瓦そばどんべえ) 豊橋市広小路1-37
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796 オケマツ 住宅設備機器ショールーム 豊橋市湊町80番地

797 1000円ショップSun 豊橋市松葉町二丁目17-1

798 ひつまぶし⻑楽牟呂店 豊橋市高洲町字森下30-1

799 サロン・ド・ビアン 愛知県豊橋市松葉町3-63-6

800 ⻄部ガスサービスショップ 豊橋市湊町80

801 海底 豊橋市⻄松⼭町112

802 いざっくマリー 豊橋市馬見塚町313

803 タケモト文具店 愛知県豊橋市⻄幸町笠松178-10

804 カードックHIRO 豊橋市大清水町字大清水485−1

805 カドワラ 豊橋市札木町39

806 中央薬局 愛知県豊橋市駅前大通1-46-1豊鉄ターミナルビル1F

807 Brown Owl English 愛知県豊橋市前⽥南町1丁目2番18 2F

808 iriekitchen COCORO 豊橋市新栄町南小向91-6

809 泉園茶舗 豊橋市大橋通1-46

810 ハウスオブクレイジー 豊橋市松葉町1-26-2 中村ビルB-1

811 BOMBRASiL 合同会社 岩⽥店 愛知県豊橋市中岩⽥5-5-12

812 サイクルショッSHOPコヤマ 羽⽥町73

813 ヘアーサロンヒロノ 豊橋市東雲町53-1

814 ⻄⼭農機店 豊橋市大清水大清水１５５

815 MISUZU 豊橋市佐藤３丁目31-10

816 浅井昭人税理士事務所 愛知県豊橋市上野町上原７−６−１

817 進学研究会 豊橋市⻄小鷹野1-13-1

818 パターネグラ 豊橋前⽥町2-12-23ヨネザワビル2F

819 紫苑 豊橋市松葉町2丁目53

820 ぐっすり⼯房光⽥屋 愛知県豊橋市鍛治町３７

821 自家焙煎珈琲 晏煎 豊橋市老津町字東中尾10-2

822 大崎とらや 愛知県豊橋市船渡町字前⽥63

823 俺の麺屋亭昭ちゃん 豊橋市岩屋町岩屋下62の13ドリームプラザ1F

824 豊立電設 株式会社 愛知県豊橋市菰口町六丁目３８番地

825 イリュージョン 愛知県豊橋市潮崎町４３

826 すずらん 豊橋市大清水町字大清水７４７番

827 jiris hair(ジリズヘア) 豊橋市大岩町字本郷71-5

828 焼肉シャトーブリアン芯 愛知県豊橋市松葉町1-2

829 Ｈｉｒｏｃｏｎ豊橋店 豊橋市広小路１−６ 精文館ビル3階

830 広小路眼科 豊橋市広小路1-6精文館ビル３Ｆ

831 アロマミンピ Relax&Refresh 豊橋市仁連木町195-2

832 参九らーめん 豊橋市新栄町南小向10 c1

833 Aux Crieurs de Vin 豊橋市萱町20-7高木ビル1F

834 東風 愛知県豊橋市弥生町字東豊和104番地の７

835 うまいもん居酒屋はまや 愛知県豊橋市潮崎町54コンドービル1F

836 セブンイレブン豊橋高洲町店 愛知県豊橋市高洲町字高洲１１７ー１

837 居酒屋 柚⼦屋 豊橋市新栄町字南小向10 Ｂ-1

838 有限会社ケイプラン 豊橋市柳生町33

839 ⽇本料理宮本 豊橋市東小鷹野4丁目１７−５

840 定食酒場里やん 豊橋市飯村南4丁目1の19

841 アルテミス 豊橋市上野町上原5

842 株式会社なかじまモータース 豊橋市高塚町字二ノ沢２７７−５
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843 MADOショップ豊橋牛川通店（ティージー株式会社） 愛知県豊橋市牛川通３丁目１３−３

844 MADOショップ豊橋牛川通店【ﾃｨｰｼﾞｰ(株)】 豊橋市, 牛川通3-13-3

845 MADOｼｮｯﾌﾟ豊橋牛川通店【ﾃｨｰｼﾞｰ(株)】 豊橋市, 牛川通3-13-3

846 砂灯 愛知県豊橋市牛川通2丁目10−6

847 ヘアーサロンマイルド 豊橋市北⼭町85-5

848 エステイン南陽 豊橋市大崎町⻄里中70ー３

849 有限会社なんえいドライコーナー 豊橋市南栄町字空池43番地の35

850 焼肉 塩すだち 愛知県豊橋市大橋通⼀丁目87-2

851 炉ばた料理 ⼀期⼀会 豊橋市栄町78番地

852 あお星 豊橋市東脇2-14-11

853 パティスリーAマキノ 豊橋市新栄町南小向117-3

854 みゆき接骨院・整体院 愛知県豊橋市東幸町字⻑⼭91-18

855 VIEL（ヴィエル） 愛知県豊橋市東幸町字⻑⼭91-18

856 cafe bar アムリタ 豊橋市東郷町55-5

857 salon mellow 豊橋市大岩町北本屋敷59-15

858 vitis 愛知県豊橋市松葉町2丁目8-2

859 PULLMAN 豊橋市南小池町157

860 喫茶からたち 愛知県豊橋市中野町字大原16-3

861 ＬＡＬＡ・フルール 豊橋市牛川通1-19-9

862 きく宗 豊橋市新本町４０

863 小久保クリーニング 豊橋市下地町字北村1-2

864 木藤守人税理士事務所 愛知県豊橋市弥生町字東豊和２０−２４

865 とり小路 豊橋市多米⻄町1-23-9

866 八剣伝豊橋広小路店 豊橋市広小路⼀丁目45番地2

867 Bar Magnifique 愛知県豊橋市松葉町2−65⼯藤ビル⼀階北側

868 ニューオリンズカフェ 豊橋市高⽥町字下地26-25

869 THREE bythe salon 豊橋市浜道町字八坂54

870 レザーショップエム 豊橋市松葉町三丁目６０番地

871 早川理容館 豊橋市大国町93番地

872 くつろぎ理容室ＬＩＮＫ ⻄幸町笠松3-2

873 cafe みじょか 愛知県豊橋市佐藤二丁目2-2

874 ⼭信株式会社 豊橋営業所 豊橋市馬見塚町157-1

875 BOMBRASiL 合同会社 中野店 愛知県豊橋市中野町大原１９−１

876 CARCRAFTKUSTOM 51番地

877 リラクゼーションホームソアン 豊橋市中浜町70

878 stylish bar Y's 愛知県豊橋市松葉町2丁目11番地1 ISMビル3階3B号室

879 ヘアメイク ナカガミ 愛知県豊橋市多米中町2-12-7

880 ポーラ・ザ・ビューティ豊橋東幸店 豊橋市東幸町⻑⼭19-12

881 サロン・ド・アージュ 豊橋市緑ヶ丘２丁目８番地の２

882 元祖 博多や 豊橋市弥生町字東豊和60−1

883 居酒屋菜の花 豊橋市東脇1-8-3

884 楽升 豊橋市牟呂市場町２−１第二岡⽥マンジョン1階

885 海鮮厨房 楽升 豊橋市牟呂市場町２−１第二岡⽥マンジョン1階

886 公文式 大清水教室 豊橋市大清水町字大清水565-2

887 公文式 教室岩⽥ 豊橋市中岩⽥３丁目10-4 サンハイツ羽⽥109

888 まるた 豊橋市下地町３丁目１１ー２

889 花園ケアプラザデイサービス 豊橋市花園町45番地の2
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890 カフェアンドレストラン?堂 愛知県豊橋市⻄小鷹野2丁目1‐16

891 PLUS X STUDIO 愛知県豊橋市仁連木町186番地12 グラトンハウス101

892 株式会社市川不動産 豊橋市大清水町字大清水154-2

893 株式会社アクト電気 愛知県豊橋市牟呂市場町１７−９

894 POLA美＆美 豊橋市柱九番町108-1

895 L.A 愛知県豊橋市⼭徳ビルB1

896 らー麺 熱男 豊橋市馬見塚町313番地

897 ベルブレッド 愛知県豊橋市曙町南松原133-1

898 写真のすずき 愛知県豊橋市羽⽥町64

899 美容室チリ 愛知県豊橋市植⽥町字神⼾坂58-1

900 太丸鮨 豊橋市柱三番町71

901 プレイバックパート2 愛知県豊橋市中岩⽥5丁目6-4

902 ﾅｲﾄｽｸｴｱ  ライズ 愛知県豊橋市柱４番地55-1

903 白雲閣 うきてん 豊橋市下地町神⽥128-6

904 美容室 ｱﾙﾃｨｽﾀ ﾑﾛ 豊橋市牟呂町⼀本木3-2

905 ぱーまや あん頭 豊橋市花中町49-2 ピアシティ東和花中１０２

906 トリト横須賀店 愛知県豊橋市横須賀町字宮前４０−１

907 Ｏｒｇａｎｉｃ Ｓａｌｏｎ ＫＡＨＡＬＡ 豊橋市江島町97-6

908 ホンダベース 豊橋市東脇3-15-1

909 株式会社 まいづる寿司店 豊橋市神明町１１２番地 大手ビル Ｃ−１０７

910 スナックlapis 豊橋市牧野町215

911 カレーハウスCoCo壱番屋豊橋前⽥店 豊橋市前⽥南町1-12-10

912 うなぎ割烹 ⼀慎、 豊橋市松葉町2丁目35番地

913 トラフグ専門店 福べ 豊橋市松葉町二丁目35番地

914 マイタウン 豊橋市二川町字⻄向⼭20-2

915 rigny 豊橋市杉⼭町字いずみが丘1-14

916 hair salon nico 豊橋市向草間町字向⻄53番地

917 理容 アサクラ 豊橋市談合町60番地

918 理容しばた 豊橋市小浜町88-1

919 手打ち蕎⻨しん 愛知県豊橋市下地町境⽥10-5

920 ナンカリー 愛知県豊橋市前⽥南町2-26-3 小笠原ビル1F

921 新々 豊橋市有楽町54

922 シェルパ 愛知県豊橋市大脇町字大脇25番地1

923 Punkish-Nail 愛知県豊橋市佐藤1丁目14-22ウィットファイブ2F

924 ベルアンジュール 愛知県豊橋市⻄小池町59

925 ベルソフィア 愛知県豊橋市潮崎53

926 アンジュガーデン 愛知県豊橋市牟呂町扇⽥73

927 cuore 豊橋市牟呂町字百間66-1

928 ビジネスホテルはしら内レストランHASHIRA 愛知県

929 神楽鮨 豊橋市富士見台５丁目１−３０

930 のみくい処鶴 豊橋市東脇二丁目14-11

931 宴処美松 豊橋市浜道町字北側１０番地２

932 fill 豊橋市駅前大通り3-118

933 rebody 豊橋市大橋通３−５３フォレストタウンしみず1f rebody

934 Wa本舗おやぢの台所 愛知県豊橋市下地町神⽥128-6

935 rebody  リボディ 豊橋市大橋通3-53フォレストタウンしみず1F rebody

936 食事処 ⼭ぐち 豊橋市曙町字測点211-6
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937 株式会社夢のおてつだい ハウスドゥ  豊橋向⼭ 愛知県豊橋市つつじが丘1丁目8-14

938 フラワーハウスたなべ 愛知県豊橋市中岩⽥3丁目１１−１８

939 泰心 豊橋市東岩⽥2丁目20ｰ12

940 税理士法人Solare 愛知県豊橋市下地町字北村７１−４

941 （有）東京堂薬局 豊橋市東雲町６７−9

942 Saison 豊橋市松葉町1丁目67cozyビル1A

943 ⽵千代 豊橋市東⽥仲の町72番地の2

944 小林久⼦ファッションアカデミー 愛知県豊橋市老津町池上235

945 ガンステッド・カイロプラクティック荒川治療院 豊橋市多米中町2-3-31

946 Black Berry 愛知県豊橋市新栄町字⼀本木43

947 カルビ⼀丁花⽥店 愛知県豊橋市花⽥町中ノ坪23

948 レディースカイロプラクティックcalm 愛知県豊橋市中野町字野中13-1  クオリティタウン中野101号

949 道の駅とよはし 豊橋市東七根町字⼀の沢113−2

950 カラオケバー rose rosee 豊橋市花⽥⼀番町189番地

951 gacha gacha 豊橋市駅前大通2-53-20

952 カフェ モンヴァン 豊橋市大岩町字境目２２ー４３

953 新明洞 愛知県豊橋市北⼭町50-1コーポ北⼭1-D

954 取付屋本店 愛知県豊橋市二川町字東町100番地

955 ハネイスポーツ 豊橋市八通町 65

956 台所 楓 豊橋市中岩⽥5丁目2-14 C1

957 和食麺処つるあん 豊橋市佐藤2丁目7番地1

958 海⼭ 豊橋市⻄幸町字浜池８６番地３

959 お食事処とも 愛知県豊橋市天伯町字春⽇野３１−１０

960 麺屋しずる 豊橋牧野店 豊橋市牧野町牧野30-1

961 Reason 豊橋市松葉町三丁目101

962 オシャマワールド 愛知県豊橋市⼭⽥⼀番町147-1

963 美容室コーヌコピア 愛知県豊橋市⼭⽥⼀番町147-1

964 オシャマヘアー東脇店 愛知県豊橋市東脇3-22-6

965 オシャマヘアーcinq二川店 愛知県豊橋市大岩町北元屋敷59-2

966 ビューティープレイスiruto佐藤店 愛知県豊橋市佐藤3丁目19-11

967 弁護士法人柴⽥・中川法律特許事務所 豊橋市前⽥町⼀丁目２番地の１１

968 米乃家 愛知県豊橋市草間町二本松32ユトリロ草間3-A

969 Haruvi 豊橋市杉⼭町字知原12-1365

970 （有）?誠堂 豊橋市呉服町44

971 Esthetic salon茉莉花-marika- 愛知県豊橋市前⽥南町二丁目15-3 クイーンズビル2 2F

972 カフェエンビーチ 愛知県豊橋市神野新⽥町字毛の割30-1

973 aunk 豊橋市新本町127-1 S1ビル 1F

974 メイとバク 外ノ⾕ 雲⾕町字, ２９８−３

975 パスティーナ 東幸町字⻑⼭19-13

976 ⼀作  豊橋市築地町８

977 ワンダーランド 豊橋市大手町4

978 飲んで歌って かるむ 愛知県豊橋市東岩⽥3丁目6-10

979 PHOTO STAFF ヤヨイ 豊橋市大岩町字境目15-45

980 タイレストラン バンコク 豊橋市上野町字新上野11-1

981 和食よしば 愛知県豊橋市八町通五丁目138番地

982 韓国料理 新明洞 愛知県豊橋市北⼭町50-1

983 ラブリー 豊橋市松葉町二丁目３４番地 ユトリロ松葉２ １−Ｂ
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984 松本⻭科医院 豊橋市東小鷹野3-2-12

985 三河開化亭ZIPANG10484前⽥店 愛知県豊橋市前⽥町二丁目16-4

986 CafeBar&DARTS RESTART 豊橋市北⼭町50-1コーポ北⼭2-A

987 有限会社 丸金横江仏具店 豊橋市新本町134

988 有限会社 丸金横江仏具 二川バイパス店 豊橋市大脇町大脇53-16

989 有限会社 丸金横江仏具 井原ホール 豊橋市井原町39

990 ウィスバーデン 愛知県豊橋市松葉町1丁目5番地 誠屋ビル2階

991 カレーハウスCoCo壱番屋 豊橋高師店 愛知県豊橋市向草間町字北新切134-1

992 ?東海経営コンサルティング 本店 豊橋市駅前大通1-55 サーラタワー６F

993 角平 岩⽥店 豊橋市中岩⽥三丁目12-3

994 ナイトスクエア Rise 豊橋市柱四番町55番地1マーキュリープラザ１階1-C

995 キッド 豊橋市磯部下地町字東坪４５番地１

996 ホワイトベル豊橋 豊橋市牟呂町扇⽥73

997 たかせ接骨院 豊橋市草間町二本松28-3

998 ショパン（株）ミュージックアカデミー 豊橋市花⽥町字中ノ坪49-10

999 エステティックサロン ショパン 豊橋市駅前大通1-92葉⼭ビル3階

1000 珈琲屋らんぷ豊橋幸店 豊橋市⻄幸町古並258-12

1001 ＺＯＯ豊橋 （木綿の栖） 豊橋市橋良町向⼭, 20-1, ＺＯＯ豊橋

1002 珈琲屋らんぷ豊橋牛川店 豊橋市牛川町字⻄側64-1

1003 林光土建株式会社 豊橋市牟呂町字大塚75-1

1004 川善 豊橋市老松町32

1005 朝倉建築有限会社 愛知県豊橋市細⾕町字中尾９８

1006 サロンMimi 愛知県豊橋市大岩町東郷内4-24 緑桜101号室

1007 優結 豊橋市小松町200 小松ビル１階右端

1008 会館食堂 豊橋市明海町2-1

1009 Drops bar Toyohashi shi Matsuda cho 1-63-1 Matsuda bldg.2F

1010 POKHARA 豊橋佐藤店 豊橋市佐藤1-14-16 花ケ崎ガーデンプレイス１F

1011 割烹きくや 豊橋市上伝馬町55

1012 あら川 豊橋市広小路1-37

1013 Cossori 豊橋市松葉町1-6 堀ビル1F

1014 あら兵衛 豊橋市駅前大通1-70

1015 あら萬 豊橋市大橋通1-98 コンフォートホテル豊橋1F

1016 ときわ 豊橋市松葉町1-22

1017 ＡＳＡ−ＣＨＡＮＧ 豊橋市駅前大通1-114 豊橋水上ビル2F

1018 いっしょうめし 豊橋市東七根町字⼀の沢113-2 道の駅とよはし内

1019 寿司蔵岩⽥店 豊橋市東岩⽥三丁目1-6

1020 アップ美容室 豊橋市飯村北二丁目30-1

1021 あいの郷 豊橋市大清水町字大清水３０４−１

1022 介護付老人ホーム あいの郷 豊橋市大清水町字大清水３０４−１

1023 デイサービスあい 豊橋市多米町字北脇２−３

1024 まかない屋 豊橋市中野町字野中13-1クオリティタウン中野

1025 エイトプリント 豊橋市⻄口町⻄ノ口46-105

1026 かのこ 愛知県豊橋市東⽥町斎兵10-2

1027 恋ごころ 愛知県豊橋市中岩⽥3丁目2-18

1028 有限会社 鈴川屋 愛知県豊橋市吾妻町337

1029 ⽇本料理 やまもと 小向町字北小向90

1030 麹、 豊橋市広小路3-54-1キャンファーローレルタワー豊橋403
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1031 和心仏料理 kings kitchen 豊橋市駅前大通⼀丁目61

1032 HUTTE 豊橋市東幸町⻑⼭71-1

1033 ラーメン 歩く花 豊橋市牛川通⼀丁目19−1

1034 あけみん店 豊橋市前⽥町2丁目6-5向⼭パールビル1F

1035 有限会社 魚七商店 豊橋市石巻本町字市場132-2

1036 喫茶アリコベール 豊橋市神野新⽥町字カノ割50-2

1037 中華 華⽉ 豊橋市植⽥町字関取40

1038 三河赤鶏おいでん 愛知県豊橋市駅前大通1丁目4

1039 華乃井テラス 豊橋市⻄小⽥原1

1040 焼肉 吉祥庵 愛知県豊橋市小松町170-1

1041 炭火すみのかほり 愛知県豊橋市佐藤1丁目3−14

1042 有限会社ノマタフルートエスエイ 豊橋市前畑町１５３

1043 焼肉ホルモンまき 豊橋市魚町５５

1044 うどん・そば壺屋 豊橋市花⽥町⻄宿無番地 豊橋駅構内

1045 eyelash salon k 豊橋市⻄幸町浜池42-7

1046 カラオケまるち 愛知県豊橋市東小鷹野1-20-6

1047 Hair Make ikoi 憩 豊橋市柱二番町56-1

1048 焼肉 凜檎や 愛知県豊橋市小松町168ｰ1

1049 牛嵐⼭ 豊橋市つつじが丘２−２８−５

1050 アジアンキッチン プーカォカフェ 豊橋市北⼭町50-1コーポ北⼭B-1

1051 ふじや 豊橋市広小路3丁目50-2

1052 ビストロ酒場 ラック！！ 豊橋市花⽥⼀番町189

1053 アンベリール 豊橋市小畷町317

1054 マートマルハチ 愛知県豊橋市杉⼭町考仁1

1055 ローズ調剤薬局 三本木店 愛知県豊橋市三本木町字新三本木107-7

1056 カフェ ウーノ・ウーノ 豊橋市花⽥町字⻄宿無番地 カルミア２Ｆ

1057 公文式運動公園北教室 豊橋市平川本町2-10-1-101

1058 ラーメン横綱豊橋店 愛知県豊橋市大岩町字岩⽥24-1

1059 ナブラ釣具 愛知県豊橋市向⼭町伝馬5-2

1060 義経焼肉 三益 豊橋市多米町字五反⽥7-1

1061 のぐろ亭 豊橋市野⿊町７３−６

1062 デイサービス太郎 豊橋市杉⼭町字新松丘２４番地

1063 デイサービス寿 豊橋市杉⼭町字新松丘２４番地

1064 楽乎楼事業所 豊橋市伊古部町字⼭口243-1

1065 デイサービス芙蓉 豊橋市伊古部町字⼭口243-1

1066 ファミリーチャイナハウス 來來 愛知県豊橋市南大清水町字富士見601-7

1067 担々麺希⻁ 豊橋市中浜町219-45

1068 有限会社 プロ 愛知県豊橋市三ノ輪町１丁目17番地

1069 カレーハウスCoCo壱番屋豊橋藤沢店 愛知県豊橋市神ノ輪町89

1070 Meal cafe Delico-Delime 豊橋市浜道町南側8-3

1071 エイブルネットワーク豊橋向⼭店 豊橋市南瓦町16

1072 かねまるセンター 豊橋市中岩⽥3丁目24-5

1073 エイブルネットワーク豊橋駅前店 豊橋市駅前大通1丁目34

1074 8hiko hair 豊橋市牟呂大⻄町19-20

1075 台湾美食湯包 愛知県豊橋市神ノ輪町62

1076 生ホルモン炭焼き牛とろ 豊橋市東脇2丁目2-4

1077 焼肉 ⼀楽 中岩⽥５丁目2-14
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1078 チコ美容室 愛知県豊橋市前⽥南町2-20-2

1079 住まいLOVE不動産株式会社 エイブルネットワーク豊橋本店 豊橋市柱三番町123

1080 からかさ亭 豊橋市井原町１１５番地9

1081 カラオケいざっく ゆうちゃん 豊橋市牛川町字⽥中20-1(3)

1082 犬の美容室 ワン・ポップ 豊橋市羽⽥町1

1083 スクールショップ マコー 愛知県豊橋市広小路三丁目６４

1084 mimoa 豊橋市平川南町86-1

1085 ムッシュスギ 豊橋市多米東町1丁目1番地１０

1086 株式会社 IMS 豊橋市下地町字操穴45番地プラザビル太和205

1087 めぐり逢い 豊橋市大岩町久保⽥４７−５

1088 餅菓⼦処大正軒・本店 豊橋市新本町10

1089 台湾料理華源 豊橋市大清水町字大清水117-2

1090 井口商事株式会社 豊橋市下地町字神⽥90番地の1

1091 荷風 豊橋市東雲町84

1092 居ざっく 絵亜 愛知県豊橋市忠興⼀丁目10-11

1093 K☆STAR  Dance  Studio 愛知県豊橋市神野新⽥町字ロノ割163

1094 カレーハウスラジャ 豊橋市花園町29番地

1095 愛彩電科にしはま 愛知県豊橋市牟呂中村町２１−３０

1096 kaiときわ通り店 豊橋市松葉町1-7

1097 とらふぐのマルカイ 豊橋市松葉町1丁目7番地2

1098 Fairy  Garden 愛知県豊橋市松葉町1丁目７０ T-1ビル1階

1099 LUMIAScoco豊橋店 愛知県豊橋市⼭⽥⼀番町147-1 コーヌコピア店内

1100 和華 愛知県豊橋市松葉町⼀丁目66番地の2 松葉レーンビル1階

1101 韓国食堂 サムギョプサル 愛知県豊橋市つつじが丘⼀丁目8-1

1102 飯村キッチン 豊橋市飯村南二丁目31番1

1103 IBIZA GYM 豊橋市羽根井町3-1

1104 不動産鑑定士古⽥豊人事務所 豊橋市新本町６７番地の２

1105 珈琲館 コア東店 豊橋市宮下町８２

1106 珈琲館 コア南店 豊橋市⼭⽥三番町５３−２

1107 太陽堂 豊橋市松葉町1-7

1108 ホワイトレディ 豊橋市松葉町⼀丁目バードビル４階

1109 株式会社 岡⽥不動産 豊橋市牛川町

1110 びっくりドンキー豊橋藤沢店 愛知県豊橋市塩崎町51

1111 うな賀 豊橋市 三本木町 字新三本木 ４６−９

1112 ⼀作 豊橋市築地町８

1113 milks toyohashi 愛知県豊橋市駅前大通2-71 大豊ビルD-2

1114 手打ち蕎⻨ やまに 愛知県豊橋市飯村町字東川２０番地３５

1115 フローラルヴィレッジ 豊橋市宮下町

1116 cachacacha 豊橋市雲⾕町字八尻123-10

1117 水⾕フォトスタジオ 愛知県豊橋市羽根井町９2-1

1118 ⻘⼭建設株式会社 豊橋市東新町２４５番地

1119 びっくりドンキー三ノ輪店 愛知県豊橋市三ノ輪町3丁目1-1

1120 ふぐ専門店 福べ 豊橋市松葉町二丁目35番地

1121 カフェ&スタジオ石巻の風 豊橋市石巻町札辻7-3

1122 大東園豊橋平川店 愛知県豊橋市平川町26-1

1123 てんくう豊橋駅前店 愛知県豊橋市松葉町１丁目４８−１

1124 福島屋 豊橋市北島町字北島４４
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1125 ＢＥＡＵＴＥ 豊橋市伝馬町178⼭本ビル101

1126 とん龍 駅前店 愛知県豊橋市大橋通１丁目７０

1127 せいろ蒸し絹さや 愛知県豊橋市岩崎町字56-1

1128 とん龍駅前店 豊橋市大橋通1-70

1129 ミスタードーナツ豊橋幸ショップ 豊橋市⻄幸町字浜池5-2

1130 珈琲とおやついちまるに 豊橋市中柴町102

1131 up to you HAIR LAB 豊橋市南牛川1丁目18-14

1132 魚貝料理 呑兵衛 愛知県豊橋市柱⼀番町114

1133 Seychelle 豊橋市上伝馬町17番地パークビル2F

1134 ざんび 豊橋市松葉町⼀丁目４８番地 信玄ビル３階

1135 お和 愛知県豊橋市上伝馬67

1136 藤城酒店 愛知県豊橋市南島町1-48

1137 寿司の登⽉ 豊橋市湊町６１番地

1138 就労継続支援B型事業所 ビバ東幸 豊橋市東幸町字⻑⼭35-5

1139 キッチンクボタ 愛知県豊橋市菰口町６丁目１５ー１ ２F

1140 寿し龍 豊橋市瓦町通2丁目49番地

1141 ヤマサちくわ魚町本店 豊橋市魚町９７

1142 ヤマサちくわ下地店 豊橋市下地町橋口３０−１

1143 ヤマサちくわ⻄駅店 豊橋市白河町２２

1144 シライミュージック 豊橋市南栄町字空池４４−７

1145 ホテルアソシア豊橋 レストランロジェール 豊橋市花⽥町⻄宿

1146 ホテルアソシア豊橋 ロビーラウンジシーナリー 豊橋市花⽥町⻄宿

1147 ホテルアソシア豊橋 中国料理梨杏 豊橋市花⽥町⻄宿

1148 ホテルアソシア豊橋 和食レストラン穂のはな 豊橋市花⽥町⻄宿

1150 酒ゃビック豊橋店 豊橋市東幸町字東明104-1

1151 有限会社シルバーアテンダ 豊橋市江島町145-2

1152 モスバーガー豊橋花⽥店 愛知県豊橋市花⽥町字中ノ坪59-1

1153 五味八珍 殿⽥橋店 愛知県豊橋市飯村北1−2−5

1154 五味八珍 柱店 愛知県豊橋市柱六番町142

1155 お弁当と稲荷の店 壺屋 豊橋市花⽥町⻄宿無番地 豊橋駅ビル カルミア２F フードマーケット

1156 壺屋（弁当）在来線改札内売店 豊橋市花⽥町⻄宿無番地 豊橋駅構内 

1157 モスバーガー豊橋曙店 愛知県豊橋市曙町南松原12

1158 ＤＡＩＨＯＵ つながるマーケット2021(2021/10/17) 豊橋市駅前大通3-118(イベント終了)

1159 Plage Riche Saxophone Quartet  Autumn mini concert(2021/10/30) 豊川市御津町下佐脇新屋46(イベント終了)

1160 未就園児体操教室１０⽉１９⽇(2021/10/19) 豊橋市南大清水町字元町66の2(イベント終了)

1161 さくらんぼ教室10⽉26⽇(2021/10/26) 豊橋市南大清水町字元町66の2(イベント終了)

1162 株式会社リーフ オープンファーム(2021/11/21) 愛知県豊橋市細⾕町小袋松173(イベント終了)

1163 株式会社リーフ オープンファーム・七根農場(2021/11/21) 愛知県豊橋市東七根町⻄⼥松原60(イベント終了)

1166 ヘアースタジオあるじゃん 愛知県豊橋市牛川通り2-3-3

1167 ジャパンクレープ 豊橋カルミア店 豊橋市花⽥町⻄宿無番地

1168 コレットムカイ豊橋店 愛知県豊橋市花⽥町⻄宿無番地カルミア4階

1169 千代⽥家具二川店 豊橋市大岩町久保⽥29-1

1170 正直ヤ 豊橋市小池町角⽥3

1171 無印良品 豊橋カルミア 愛知県豊橋市花⽥町⻄宿無番地 カルミア４Ｆ

1172 酵素の里整骨院 豊橋市大岩町字北元屋敷34−20

1173 七輪炭火焼 ホルモン食堂 夕やけ横丁三丁目豊橋駅前店 豊橋市松葉町1‐56

1174 牛タンしゃぶと飛騨牛グリル 花朧豊橋駅前店 豊橋市松葉町2-53鈴木ビル2Ｆ
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1175 ⻄洋館 豊橋スキップ 店 豊橋市花⽥町⻄宿無番地 豊橋駅ビル カルミア ３階

1176 イエローハット豊橋向⼭店 愛知県豊橋市つつじが丘２丁目６−１３

1178 メイリールー カルミア店 愛知県豊橋市花⽥町⻄宿無番地 カルミア ４F

1179 株式会社斎藤塗⼯店 豊橋市神野新⽥町字ハノ割７番

1180 三浦屋 小松店 豊橋市⼭⽥町⻄⼭18-2

1181 リサイクルヒット 愛知県豊橋市飯村町浜道上４−５

1182 INDEX カルミア店 愛知県豊橋市花⽥町⻄宿無番地 カルミア3F

1183 株式会社まごころ畳 豊橋市北島町中川原147-1

1184 ＤＡＩＨＯＵつながるマーケット20211024(2021/11/24) 豊橋市駅前大通３ー１１８(イベント終了)

1185 ビオ・あつみエピスリー豊橋 愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺2-12

1186 オートバックス トヨハシ南店 愛知県豊橋市中橋良町40-1

1187 Ricotto 豊橋市大岩町字高足道63-2

1188 ボンとらや 本店 愛知県豊橋市羽⽥町

1189 ボンとらや きたやま店 豊橋市小松町240-1

1190 ボンとらや 二川本店 豊橋市雲⾕町字上の⼭190-11

1191 ボンとらや 東⽥店 豊橋市栄町39-1

1192 おかしのチップス 磯辺店 豊橋市中野町字野中30-1

1193 おかしのチップス 岩⽥店 豊橋市東岩⽥2丁目19-6

1194 ?JAあぐりパーク食彩村 愛知県豊橋市東七根町字⼀の沢113番地

1195 green thumb 草の根 豊橋市柱五番町18-2

1196 オートバックスとよはし店 愛知県豊橋市下地町字境⽥100番地

1197 ガリバー多米店 愛知県豊橋市多米⻄町三丁目６−５

1198 特産品処  まるっとみかわ 愛知県豊橋市東七根町⼀の沢１１３−２ 道の駅とよはし内

1199 六壱珈琲大⼭店 豊橋市大⼭町字下⻘尻108

1200 61Cafe&Bar あおいだもん 豊橋市花⽥町⻄宿無番地豊橋駅ビルカルミア３Ｆ

1201 十割そば みかわの郷 豊橋神ノ輪町59番地

1202 みかわの郷カルミア店 豊橋市花⽥町⻄宿無番地豊橋駅ビルカルミア1Ｆ

1203 カフェデンマルクJR豊橋駅店 豊橋市花⽥町⻄宿

1204 ゴンチャJR豊橋駅店 豊橋市花⽥町⻄宿

1205 あつみ食堂 豊橋市⼭⽥三番町66

1206 育てる道具ILMA+ 愛知県豊橋市東小池町113-1

1207 ハッピーバレー大⼭店 豊橋市神野新⽥町中道東238

1208 精文館書店 本店 豊橋市広小路1-6

1209 焼肉昌徳苑 愛知県豊橋市新栄町字鳥畷5-2

1210 精文館書店 三ノ輪店 豊橋市三ノ輪町字本興寺16-1

1211 イルクオーレベーカリー 豊橋市牛川通３丁目14-14

1212 精文館書店 二川店 愛知県豊橋市大岩町字北⼭78-7

1213 精文館書店 汐⽥橋店 愛知県豊橋市牟呂町字扇⽥85

1214 とらのこ 豊橋市駅前大通り1-12タカラビルB1

1215 福井酒造 株式会社 豊橋市中浜町214番地

1216 東京クリーニング店 豊橋市曲尺手町121

1217 いこい食堂たちばな 愛知県豊橋市牛川通り五丁目1→-30

1218 鈴木べい 豊橋市 八町通 4-69

1219 鈴木米穀店 豊橋市 八町通 4-69

1220 サロン ド フルベール豊橋新栄店 新栄町字東小向52-4

1221 株式会社ローカル 愛知県豊橋市菰口町6丁目15-1

1222 ハッピーバレー⼭⽥店 豊橋市神野新⽥町中道東238
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1223 ハッピーバレー小向店 豊橋市神野新⽥町中道東238

1224 M-style 豊橋市佐藤5-1-4

1225 台湾菜館 新栄酒場 豊橋市新栄町南小向94-12

1226 かつさとデリ 豊橋市花⽥町⻄宿無番地豊橋駅ビルカルミア2Ｆ

1227 まえしろ 愛知県豊橋市広小路1-11

1228 寧々家 豊橋駅前店 豊橋市広小路1-5

1229 シフォンビューティーサロン 豊橋市花⽥町百北64-1

1230 魚々屋 石巻店 豊橋市石巻本町字⻄野28-81

1231 YakultBeautiens豊橋東ヤクルト直営サロン 豊橋市⻄小鷹野町4丁目8-12

1232 YakultBeautiens穂の國湊ヤクルト直営サロン 豊橋市前芝町字⼭内６

1233 東三河ヤクルト販売? 豊橋市花中町54

1234 株式会社オリエント楽器 豊橋店 豊橋市大国町30番地

1235 Mu(ミュウ) 愛知県豊橋市松葉町１−２５

1236 源氏総本店向⼭店 愛知県豊橋市向⼭町字川北19-2

1237 パスタ・デ・ココ ラウンドワン豊橋店 豊橋市大岩町字岩⽥27-2

1238 パスタ・デ・ココ 豊橋下地店 豊橋市下地町字操穴２２

1239 ドラッグスギヤマ 三ノ輪店 豊橋市三ノ輪店字本興寺15-2

1240 ほしの鍼灸院 豊橋市広小路通3丁目65アルバックス広小路103

1241 八十八米穀店 大岩町字境目23-17

1242 和食さと 豊橋⻄高師店 豊橋市⻄高師町大坪5-1

1243 和食さと 豊橋大橋通店 愛知県豊橋市大橋通3‐111

1244 イタリアンクレイジー 豊橋市萱町26

1245 ユーロ 豊橋市萱町27

1246 焼肉きんぐ 花⽥店 愛知県豊橋市花⽥町字中ノ坪57

1247 焼肉きんぐ 曙店 愛知県豊橋市曙町南松原15

1248 しゃぶとかに 源氏総本店 向⼭店 愛知県豊橋市向⼭町字川北19-2

1249 魚貝三昧 げん屋 愛知県豊橋市松葉町1-50

1250 お好み焼本舗 向⼭店 愛知県豊橋市つつじが丘2-6-21

1251 熟成醤油ラーメン きゃべとん 豊橋草間本店 愛知県豊橋市草間町字平東50-5

1252 プラス 豊橋市萱町28

1253 アウトレットプラス 豊橋市萱町29

1254 酒のやまや 多米店 愛知県豊橋市多米⻄町２−２８ー１１

1255 カレーハウスCoCo壱番屋 ラウンドワン豊橋店 豊橋市大岩町字岩⽥27-2

1256 郷司書院 こども書道教室 豊橋市平川本町2丁目3-10平川本町住⺠会館2F会議室

1257 東海交通株式会社 愛知県豊橋市大橋通二丁目101番地

1258 東海交通株式会社 高洲営業所 愛知県豊橋市大橋通二丁目101番地

1259 東海交通株式会社 岩屋営業所 愛知県豊橋市岩屋町字岩屋⻄5-1

1260 AMBER'S豊橋 豊橋市牛川通1丁目18-7

1261 福ちゃん 大岩店 豊橋市大岩町字東畑６９番地２

1265 若松園カルミア店 愛知県豊橋市札木町87番地

1266 みのりや 豊橋市中浜町６２

1267 THEROOTS 豊橋市新吉町48-2マドカビル1F

1268 芋ひさ 豊橋市東幸町字⻑⼭35-5

1269 ヨシダ交通株式会社 愛知県豊橋市⻄松⼭町23番地

1270 まつり太鼓 岩⽥店 愛知県豊橋市⻄岩⽥５丁目１０−７

1271 豆の千賀/⼯場直売店 愛知県豊橋市佐藤三丁目30-6

1272 時計・メガネ・宝石 金原 豊橋市中浜町69-1
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1273 コジマ×ビックカメラ 豊橋店 愛知県豊橋市神野新⽥町字ロノ割52

1274 Bar Cafe ZORION 愛知県豊橋市南小池町166-2

1275 （有）ノザワヤ キッズモンスター本店 愛知県豊橋市花園町77番地

1276 福井酒店 愛知県豊橋市三本木町字元三本木88−1

1277 夏目家餃⼦⼯場直売所 愛知県豊橋市⻄幸町字浜池151−4

1278 来来亭 豊橋柳生橋店 愛知県豊橋市⻄小池31-3

1279 ファミリーマート 大脇店 愛知県豊橋市大脇町字大脇38-1

1280 エディオン豊橋店 愛知県豊橋市前⽥南町1丁目6-1

1281 えびす家豊橋店 愛知県豊橋市小松町242−2

1282 クリエイト エス・ディー 豊橋小松町店 豊橋市小松町233-3

1283 中央コンタクト イオン豊橋南店 愛知県豊橋市野依町字落合1-12 イオン豊橋南店1階

1284 ラーメン専門店 RAGAYA 豊橋市飯村南二丁目21.18

1285 さくらんぼ教室11⽉9⽇(2021/11/9) 豊橋市南大清水町字元町66の2(イベント終了)

1286 未就園児親⼦ふれあい遊び11⽉16⽇(2021/11/16) 豊橋市南大清水町字元町66の2(イベント終了)

1287 燻製酒場水上亭 駅前大通2丁目61-1 2F

1288 プラザA 豊橋店 愛知県豊橋市東脇３丁目２２−１

1289 プラザA 向⼭ﾌｫﾚｽﾀ店 愛知県豊橋市向⼭町塚南14-4 向⼭ﾌｫﾚｽﾀDUE１階

1290 ティージー 株式会社 秋まつり(2021/11/13〜14) 愛知県豊橋市牛川通3丁目13-3(イベント終了)

1291 赤から豊橋柱店 愛知県豊橋市柱三番町134-1

1292 パッケージプラザシライ本店 豊橋市横須賀町宗正3

1293 名前のない焼いも屋 豊橋市清須町堂⻄108

1294 ジェラートサンタ曙本店 愛知県豊橋市曙町字南松原5-1

1295 ジェラートサンタ道の駅とよはし店 愛知県豊橋市東七根町⼀の沢113-2

1296 ジェラートサンタ（のんほいパーク） 愛知県豊橋市大岩町字大穴1-238

1297 大石電器 豊橋市大岩町字⻄郷内29

1298 有限会社ピョンピョン薬局 豊橋市牟呂外神町14番地の3

1299 MC珈琲店 愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺3-57

1300 モカとチャイ 愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺3-57

1301 喫茶 立岩 愛知県豊橋市中原町岩マエ76-20

1302 ⻄洋茶店 愛知県豊橋市中岩⽥1丁目1

1303 Liberty Kitchen 豊橋市中世古町11

1304 トータルケアカイロ 豊橋市⻄幸町字古並34-1, さくらハイツB201

1305 株式会社オーバヤシ ピアゴ大清水店 豊橋市南大清水町字富士見700番地-1

1306 わんこの美容室 犬小町 豊橋市二川町字中町47

1307 極楽湯豊橋店 豊橋市瓜郷町⼀新替13-1  極楽湯豊橋店

1308 ホワイト急便 ドミー神野店 豊橋市菰口町三丁目８番地

1309 ホワイト急便 ニューライフフジ岩⽥店 豊橋市菰口町三丁目８番地

1310 ホワイト急便 東小鷹野店 豊橋市菰口町三丁目８番地

1311 ホワイト急便 ニューライフフジ⻄口店 豊橋市菰口町三丁目８番地

1312 ホワイト急便 佐藤店 豊橋市菰口町三丁目８番地

1313 ホワイト急便 飯村店 豊橋市菰口町三丁目８番地

1314 有限会社 神奈川タイヤ⼯業所 豊橋市中世古町27-2

1315 ドッグサロン Iruto 愛知県豊橋市佐藤3丁目19-11

1316 matsukiyoLAB豊橋駅ビルカルミア店 豊橋市花⽥町⻄宿無番地

1317 ニクロハ【和牛希少部位＆自家製品】 愛知県豊橋市絹⽥町５番地の１

1318 東京美容整体 岡⼭脊椎矯正院 豊橋駅ビル院 豊橋市花⽥町⻄宿無番地 豊橋駅ビル カルミアＢ１Ｆ

1319 御菓⼦所 絹与 愛知県豊橋市呉服町61
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1320 ヘアーサロン ミズタニ 豊橋市花⽥⼀番町181-2

1321 金来 大村町大賀里83-2..

1322 フードショップコロナ 牧野店 愛知県豊橋市牧野町１５−１

1323 temiyo 愛知県東七根町字⼀の沢１１３−２

1324 まちなか広場で収穫祭 byVin餐燗(2021/11/23) 豊橋市広小路二丁目37(イベント終了)

1325 エルのところ 愛知県豊橋市小松町214

1326 おいでんマルシェ(2021/11/23) 豊橋市柱五番町115-1アクシアタワー豊橋1103(イベント終了)

1327 BRIDGE BUILD COFFEE 豊橋市新栄町南小向85-1

1328 暮しの衣料 はない 愛知県豊橋市石巻本町字⻄野30−98

1329 精文館書店幸店 豊橋市⻄幸町字浜池5-2

1330 精文館書店北部店 豊橋市牛川通5-12-4

1331 ローズマリー豊橋店 Rosemaryマルシェ(2021/11/28) 愛知県豊橋市飯村北2-28-1(イベント終了)

1332 ステラカフェ 愛知県豊橋市牛川町字中郷74-1

1333 魚魚丸 豊橋店 豊橋市柱五番町116-1

1334 ドラッグストア マツモトキヨシEQVo!(エクボ)とよはし店 愛知県豊橋市柱五番町116-1

1335 薬マツモトキヨシ バロー豊橋店 愛知県豊橋市前⽥南町2-17-2 バロー豊橋ショッピングセンター1階

1336 サイクルプラザタカノ 豊橋市宮下町１４１番地

1337 knohd 豊橋市駅前大通1-111

1338 “暮らしを愉しむ”(2021/11/28) 豊川市諏訪⻄町2-248(イベント終了)

1339 高師本郷キッチンカー村(2021/12/4) 豊橋市柱二番町１４６番地(イベント終了)

1340 しぜん堂 豊橋市東⽥町146-2

1341 ぽかもみ 豊橋市忠興二丁目6-5

1342 Chandan  ESTHE 豊橋市平川本町1-11-9 ル リシャール 2 B

1343 PIT hair salon 大橋通2-149-1

1344 あつにく本店・鉄板おいでん 愛知県豊橋市松葉町1-23

1345 ショパンマルシェ 豊橋市川崎町２４３番地

1346 から揚げ専門店文⼀牛川店 豊橋市牛川通１−１９−１

1347 から揚げ専門店文⼀小松店 豊橋市小松町字南郷2-16

1348 協和クリーニング 豊橋市岩⽥町北郷中6-19

1349 美容室アリス 愛知県豊橋市飯村北3-9-1

1350 Each Worth 愛知県豊橋市柱五番町3番地

1351 ⼭正⼭? 愛知県豊橋市南栄町字空池8-100

1352 ⼀期家⼀笑 下地町境⽥67-3

1353 伊勢路三ノ輪店 豊橋市三ノ輪町本興寺10-8

1354 慶華楼本店 豊橋市⻄高師町字沢向4の4

1355 割烹バルHIDAJI 豊橋市札木町45

1356 V・drug豊橋牧野店 豊橋市牧野町66-1

1357 整体・トータルケアいちぐう 愛知県豊橋市上野町字新上野72-3

1358 12⽉7⽇ さくらんぼ教室 豊橋市南大清水町字元町66の2

1359 12⽉14⽇ 親⼦ふれあい遊び 豊橋市南大清水町字元町66の2

1360 V・drug豊橋牛川店 愛知県豊橋市牛川⻄部土地区画整理事業19街区2

1361 Vドラッグ豊橋菰口店 豊橋市菰口町6-56-10

1362 Vドラッグ豊橋牧野店 豊橋市牧野町66-1

1363 Xmas マルシェ 横江仏具 井原ホール 豊橋市井原町39 横江仏具 井原ホール

1364 トラットリア ガットネロ 豊橋市飯村南二丁目22-11

1365 ＪＲ東海さわやかウォーキング 豊橋市大岩町南本屋敷無番地

1366 ドトールコーヒーショップ豊橋広小路店 豊橋市広小路1丁目36番地
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1367 四⾕千枚⽥盛り上げ隊 豊橋市高⽥町字下地２５−１

1368 シュ−ズフル−ウ” 袋井市高尾町11-5

1369 たなごころ屋 草間町東郷43-2メゾン椿301号

1370 あいち鴨祭り 愛知県豊橋市東小⽥原町26-1

1371 社会福祉法人 豊生ら・ばるか 愛知県豊橋市菰口町4-2-2

1372 アトリエ*アナナ 豊橋市三本木町新三本木13-5

1373 がブリチキン。豊橋駅前 愛知県豊橋市広小路1-4-3

1374 フードフェスタ４inエミシア（2021/12/29) 中浜町219番地42.43(イベント終了)

1375 祝成人キッチンカーマルシェinエール・フォルトゥーナ（2022/1/8,9) 柱四番町14‐1(イベント終了)

1376 フェニックス楽市 豊橋市曙町字松並204-6

1377 Tome's Cafe 愛知県豊橋市前芝町⻄塩40-2

1378 こたつdeマルシェ（2022/1/8,9) 豊橋市⻄高師町沢向34-1(イベント終了)

1379 大豊 嵩⼭町字下角庵1-276

1380 松井クリーニング本店 豊橋市花⽥⼀番町20

1381 K style やきとり 豊橋 花中10番地

1382 鈴木ばら園 愛知県豊橋市佐藤4丁目35-14

1383 未就園児親⼦ふれあい遊び1⽉11⽇（2022/1/11) 豊橋市南大清水町字元町66の2(イベント終了)

1384 豊橋三大学主催「豊橋学生フェスティバル」〜⻘春を取り戻せ！〜（2022/3/12,13) 愛知県豊橋市富本町35SUN PARK TOMMIMOTO 304号室

1385 ショパン（株）ピアノレンタルスペース 豊橋市花⽥町字中ノ坪４９−１０

1386 美肌脱毛sopo 豊橋市浜道町南側8-3 2F

1387 さくらんぼ教室1⽉18⽇(2022/1/18) 豊橋市南大清水町字元町66の2(イベント終了)

1388 園庭開放(2022/1/25) 豊橋市南大清水町字元町66の2(イベント終了)

1389 ウィンターフードフェスタ５inエミシア(2022/1/23) 中浜町219番地42.43(イベント終了)

1390 第4回ココフリマ・⼭⽥公⺠館(2022/1/27) ⼭⽥町字郷102-1(イベント終了)

1391 ESPRIT 豊橋市駅前大通１−２０ ２階

1392 手打ちうどん むぎわら 豊橋市広小路⼀丁目45-2

1393 石巻DOWN BEAT 愛知県豊橋市向⼭大池町9-13

1394 ホームズインテリア株式会社 モノプレイス三ノ輪店 豊橋市三ノ輪町字本興寺3-16

1395 チャレンジ応援マルシェ(2022/2/19) 豊橋市植⽥町字大膳39-5(イベント終了)

1396 さくらんぼ教室２⽉８⽇（火） 豊橋市南大清水町字元町66の2(イベント終了)

1397 親⼦ふれあい遊び２⽉１５⽇（火） 豊橋市南大清水町字元町66の2(イベント終了)

1398 豊橋学生フェスティバル(2022/3/12,13) 豊橋市富本町35 SUN PARK TOMIMOTO 304(イベント終了)

1399 思い出⻘春マルシェ、アオハルCafe（emCAMPUS ,まちなか広場）(2022/2/26,27) 豊橋市駅前大通2丁目81(イベント終了)

1400 まちなか ひなまつりマルシェ(2022/2/20) 愛知県豊橋市新吉町45-1(イベント終了)

1401 キッチンカー村in普門寺(2022/2/20) 豊橋市柱二番町146(イベント終了)

1402 ハンバーグ男爵 豊橋市駅前大通１−２０ ２階

1403 レクサス豊橋  まちなか広場 特別展示会(2022/3/20) 名古屋市昭和区高辻町６−８ ＡＴＧ南館４Ｆ(イベント終了)
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1404 株式会社トレジャーアイル ・ 石巻DOWNBEAT ・ ナツメ別館(2022/2/27) 豊橋市石巻町字中白, 43-1(イベント終了)

1405 石巻DOWN BEAT(2022/2/27) 豊橋市石巻町字中白, 43-1(イベント終了)

1406 第4回ココフリマ・多米公⺠館(2022/3/3) 多米町寺門38(イベント終了)

1407 Bridge学生フェアIn豊橋 静岡県浜松市浜北区新原2887-24

1408 豊橋放送局 愛知県豊橋市八町通2−17 ガスコムビル 4F

1409 レンタルスペースさらちか 愛知県豊橋市小浜町5 パルタウン小浜1C

1410 たなかフェス(2022/2/20) 豊橋市上野町字新上野16(イベント終了)

1411 籔内の卒業式(2022/3/21) 愛知県豊橋市弥生町⻄豊和6-1メゾン・ド・シャトー207(イベント終了)

1412 サムギョプサルSHIN 豊橋市駅前大通り1丁目27大石ビル4階

1413 九割そばカネツ 豊橋市石巻町字内屋敷32

1414 vivant 愛知県豊橋市飯村北３丁目１４−７

1415 コハル 豊橋市新本町24-1 第2石原ビル 102

1416 砂場で幸せ集め ゴミを拾って幸せに！(2022/5/15) 豊橋市三ノ輪町字本興寺43-1(丸中ビル4F)（イベント終了）

1417 おいでんマルシェ（2022/4/17） 豊橋市柱五番町115-1アクシアタワー豊橋1103（イベント終了）

1418 豊橋市まちなか広場車両展示会（2022/4/23 ） 愛知県名古屋市熱⽥区尾頭町2番22号（イベント終了）

1419 豊橋市公会堂 豊橋市八町通２丁目２２番地

1420 リーフ オープンファーム（2022/6/5） 豊橋市細⾕町小袋松173

1421 リーフ オープンファーム 七根農場（2022/6/5） 豊橋市東七根町⻄⼥松原60

1422 勝和餅ひろめ隊見参 楽市楽座（2022/4/23 〜24） 豊橋市高⽥町下地２５−１（イベント終了）

1423 まちなかマルシェ 豊橋市花⽥町字石塚42-1

1424 第19回チャリティ-芸能祭（2022/4/24） 豊橋市八町通5-9（イベント終了）

1425 酒房 ⼀扇 豊橋市⻄小鷹野3-15-11

1426 第50回太陽と⼦どものまつり 豊橋市大岩町字火打坂22-16（豊橋おやこ劇場協議会内）

1427 さくらんぼ教室（5/10） 豊橋市南大清水町字元町66の2（イベント終了）

1428 未就園児体操教室（5/17） 豊橋市南大清水町字元町66の2（イベント終了）

1429 （有）ノザワヤ キッズモンスター本店（5/19） 豊橋市⼭⽥町字郷102-1（イベント終了）

1430 野依校区ソフトボール大会（5/29） 愛知県豊橋市野依町字1番地9（イベント終了）

1431 野依校区ソフトバレーボール大会（5/29） 愛知県豊橋市野依町字1番地9（イベント終了）

1432 雨の⽇商店街２０２２／まちなかアンティークマーケット（6/4.5） 駅前大通３丁目１１８番地先（イベント終了）

1433 さくらんぼ教室（6/14） 豊橋市南大清水町字元町66の2（イベント終了）

1434 雨の⽇商店街２０２２（6/25.26） 駅前大通３−１１８（イベント終了）

1435 anyTime豊橋店 愛知県豊橋市花⽥町⻄宿無番地カルミアB１F

1436 yururito 南栄町字東⼭220-1 メゾン南栄107

1437 まちなかフェスティバル（7/30.31） 豊橋市東松⼭町9番地（イベント終了）

1438 FOOD TRUCK ＆ BEER GARDEN（7/1.2） 愛知県豊橋市萱町20-10 オネスト萱町3F（イベント終了）

1439 かつさと広小路店 豊橋市広小路１‐２４

1440 おいでんマルシェ 愛知県豊橋市⼭⽥町字, 郷 １０２−１

1441 SHINOBI不動産株式会社 豊橋市柱六番町１４６番地

1442 第55回全肢連全国大会(9/10.11) 豊橋市瓦町通2-163（イベント終了）

1443 第6回ココフリマ・⼭⽥公⺠館（8/27） 豊橋市高師町（イベント終了）

1444 にじいろＳｍｉｌｅマルシェ(9/19) 愛知県豊橋市⼭⽥二番町32（イベント終了）

1445 DAIHOUつながるマーケット2022(10/8,9,15,16) 駅前大通3-118（イベント終了）

1446 ティージー株式会社 第20回秋まつり（11/12,13） 愛知県豊橋市牛川通３丁目１３−３

1447 つなぐ屋台プロジェクト（10/30） 豊橋市新栄町字東小向22-1 コンフォート21 B棟102（イベント終了）

1448 株式会社リーフ（11/20） 愛知県豊橋市細⾕町小袋松173(イベント終了)

1449 豊橋創造大学（「こども未来お仕事フェア」）（11/12） 豊橋市牛川町松下20-1(イベント終了）
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