◎豊橋市新型コロナ通知システム民間登録状況一覧（令和３年１月２５日時点）
※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

豊橋市西幸町字浜池333-9

3 豊橋パークホテル

豊橋市花田町野黒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)戸田工務店
7 りらくる

向山オフィス

豊橋市向山大池町19-5

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

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

豊橋市神ノ輪町83

大東園

ホリデイスクエア豊橋

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

豊橋市柱六番町133-1

20 とりとり亭

セレモニーホール柱

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
22 平松食品

豊橋店

美食倶楽部

23 焼肉はうす

豊橋市駅前大通１丁目114-111豊橋ビル1階
豊橋市梅藪町字折地2-1

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

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

豊橋市松葉町1-9-1

ときわ店

東和アネックスビル8-J

33 蕎麦匠まつや

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
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所

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 勢川西駅店

豊橋市花田一番町185

43 大正庵

豊橋市南松山町121-2

44 （株）東京庵本店

豊橋市大手町135

45 成瀬

豊橋市西小田原町18

46 ＢＡＲ

ＢＥＡＲＤ

豊橋市西小田原町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

豊橋市西浜町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

豊橋市石巻本町茶ノ木12

屋

62 十勝庵
63 めん処

豊橋市南牛川1丁目6-1
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

豊橋市小池町西海戸67

70 花屋うどん

豊橋市西幸町古並44-1

71 手打めん処大智

豊橋市上野町新上野75-5

72 砂場

豊橋市西高師町小谷35

高師店

73 麺家まつふく

豊橋市西高師町船渡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

豊橋市植田町上リ戸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
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店舗（支店）・イベント・施設名
80 ラーメン宝塔

豊橋店

81 いきなりステーキ

豊橋三ノ輪店

住

所

豊橋市東脇4丁目21-1
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

豊橋市花田町西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

豊橋市花田町西宿無番地豊橋駅構内

87 三河開化亭

豊橋市東岩田1丁目11-8

岩田店

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

豊橋市羽根井西町14-3

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

豊橋市花田町西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

豊橋市東田町字井原38-27

イズ

97 黒松家餃子

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

99 鈴八庵

豊橋市佐藤1-2-1
豊橋市西西幸町字浜池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

豊橋市西幸町字浜池35-22

旬彩市場

103 吉㐂

豊橋市小池町字西海戸76-1

104 近藤歯科医院

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

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

豊橋市関屋町4－4

にっころや

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
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ハイツブルーベリー1F

No.

店舗（支店）・イベント・施設名

121 自家焙煎珈琲
122 カフェ

凛

住

所

豊橋市曙町字松並6

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

豊橋市西小鷹野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

豊橋市青竹町八間西17-1

青竹店

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 ジップドラッグ西高師薬局

豊橋市西高師町字沢向5番地

133 ジップドラッグ西高師店

豊橋市西高師町字沢向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

138 カフェレストラン
139 マナカル

豊橋市駅前大通り一丁目26東和アネックスビル5-D
ルモンド

豊橋弥生校

140 松寿し

豊橋市大井町75番地
豊橋市弥生町東豊和42-25
豊橋市宮下町85

141 縁の鈴なり

豊橋松葉店

142 お江戸 本店
143 Marché＆Cafe

豊橋市松葉町二丁目66-2ロッキービル1階
豊橋市松葉町1丁目24

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

豊橋市下地町字神田38-2

季節料理

雅家

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（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（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（10/27）

豊橋市南大清水町字元町66の2

（イベント終了）
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住

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

豊橋市前畑町115

喫茶路面電車

164 豊橋スカイランタン「AMAEZE」
165 大清水幼稚園

所

豊橋総合福祉センター「あいトピア」

豊橋市西高師町字西浦32-2

さくらんぼ教室・園庭開放（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（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（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（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（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（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

豊橋市西幸町幸38

172 ホテル

豊橋市札木町66-1

PLAZAINN豊橋

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

豊橋市駅前大通一丁目83番地

新珠飯店

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

185 カラオケ喫茶

豊橋市前芝町山内55-1

ぽっぷじゃむ

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

豊橋市花田町西宿無番地001

192 中国料理

豊橋市曙町字南松原124番地1

美楽

193 豊橋市社会福祉協議会 ２０２１年はたちのつどい（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 次郎長寿し

長瀬店

豊橋市長瀬町字郷西40-3

200 成陣
201 炭火うなぎ・和風料理
202 一口

豊橋市前田南町2-2-10
伊勢梅

豊橋市岩屋町字岩屋下29-74
豊橋市浜道町沢東34-1
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203 サロン・ド・マイルストーン

豊橋市向山町中畑１番地

204 寿司

豊橋市大橋通り1-95

うなぎ

羽子吾

205 BROWNS

豊橋市松葉町3-70

206 京寿し

豊橋市牛川通3-1-2

207 古民家と鶏料理

おとぎ家

所

マイルストーンビル1F

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

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

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

豊橋市西幸町字浜池42-3

ヴァン・ルージュ

シティーキャビン1-A

フジシロビル1A

216 桜梅桃李

豊橋市青竹町字ハ間西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(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(1/26)

豊橋市南大清水町字元町66の2

223 大清水幼稚園

園庭開放(2/2)

豊橋市南大清水町字元町66の2

224 大清水幼稚園

さくらんぼ教室・園庭開放(2/9)

豊橋市南大清水町字元町66の2

225 大清水幼稚園

親子ふれあい遊び・園庭開放(2/16)

豊橋市南大清水町字元町66の2

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

豊橋市石巻本町字橋上46

ブリュージョン

228 ひつまぶし長楽

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

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

豊橋市柱六番町100番地

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

豊橋市大脇町字大脇75-4サンライズふたがわ103

陣

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
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所

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

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

磯辺店

豊橋市駒形町字下田92の2

250 勢川

テントビル２階

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

259 オールナイトサウナ
260 鐘庵

大村町店

261 すずめ食堂

豊橋市三本木町字新三本木125-1
ピア

豊橋市神野新田町ヨノ割66
豊橋市大村町橋元83
豊橋市向草間町字北新切131-3
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