◎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３月３０日時点、５３６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
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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
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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

豊橋市東脇4丁目21-1

豊橋店

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

所

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
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120 Avenir

所

豊橋市飯村北5丁目11-17

121 自家焙煎珈琲
122 カフェ

住

凛

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）
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161 大清水幼稚園

園庭開放（10/27）

住
豊橋市南大清水町字元町66の2

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
（イベント終了）

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

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
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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

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(イベント終了)

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(イベント終了)

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(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(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

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(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

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
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No.

店舗（支店）・イベント・施設名

住

所

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

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

豊橋市三本木町字新三本木125-1

259 オールナイトサウナ
260 鐘庵

ピア

大村町店

豊橋市神野新田町ヨノ割66
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

西小鷹野店

豊橋市西小鷹野一丁目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

271 つくし寿司

豊橋市西新町53番地

第一岡田マンション1Ｆ

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 鮨亀

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

279 い志かわ

豊橋市新本町103

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

豊橋市東幸町字長山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
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あんずビル1F-C

No.

店舗（支店）・イベント・施設名

住

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
287 酒蔵

ラウム

穂の国

豊橋市東幸町字大山37-11
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

292 メンバーズ

所

豊橋市曲尺手町52番地2

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 蕎麦と居酒屋イロドリ

豊橋市駅前大通二丁目53-9

295 ブーランジェリーあめみ

豊橋市東幸町字長山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

豊橋市花田町西宿無番地

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 巳庵

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

豊橋市東郷町26番地の1

なつめ

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

豊橋西店

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

豊橋市東田町字北臨済寺35－3

しののめ店

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

豊橋市中世古町27-2

324 纒ずし

神奈川タイヤ工業所

豊橋市西幸町古並216-1
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No.
325 食事処

店舗（支店）・イベント・施設名
まつりや

住

所

豊橋市西山町字西山377-2

326 巳庵

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’S

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)

豊橋市西高師町沢向132-2

332 かずこ美容室

豊橋市西高師町沢向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

豊橋市西高師町字緑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

豊橋市松葉町2丁目11番地1

by

ラティ

344 愛知ミシン

豊橋市西小池町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

豊橋市中浜町219-45

希虎

349 ヒロコヤ
350 スナック

豊橋市瓦町通2-86-1
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

豊橋市西小池町24

356 ぷれまTV「豊橋梅林園撮影会」(2/23)

豊橋市西幸町浜池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

豊橋市西小池町66-2

日吉丸

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

豊橋市前田町2丁目1-10

紬庵
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No.

店舗（支店）・イベント・施設名

住

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西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

豊橋市高洲町字長弦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

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

豊橋市新本町103

LUNA

所

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

379 珈琲舎

豊橋市南瓦町34

ロワイヤル

380 （有）村田石油店

豊橋市瓜郷町前川48-1

381 株式会社

豊橋市町畑町字森田44-3

希望

豊橋ビル2階116号室

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（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

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

豊橋市白河町28-2

白河

95-1

389 ピッツァ オリーブ

豊橋市西幸町浜池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

豊橋市西岩田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

豊橋市西小鷹野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

豊橋飯村北3-12-5

おざき

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

豊橋市広小路2-31

紅屋

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

豊橋市西口町字元茶屋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
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No.

店舗（支店）・イベント・施設名

住

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

豊橋市松葉町3-55

はやかわ

所

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

豊橋市東幸町字長山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

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)西八家電

427 baobab-beans
428 串焼きとお酒

豊橋市東小鷹野4-18-11
豊橋市西小鷹野4-2-3

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

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

豊橋市二川町西向山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

豊橋市大岩町西郷内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

豊橋市牟呂大西町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

豊橋市大岩町西郷内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
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豊橋ビル105

No.

店舗（支店）・イベント・施設名

448 パナステージ

いな

住

所

豊橋市北山町西ノ原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

豊橋市牛川町字中郷105-2

458 ちぎり葬祭

油屋
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

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

豊橋市西小鷹野3丁目11-7

472 株式会社ニューライフフジ西口店

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

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

477 プレミアム

豊橋市東岩田三丁目10番地の4
豊橋市松葉町１丁目39番地

478 株式会社ニューライフフジ
479 サロン ド

豊橋市東岩田三丁目10番地の3

二川店

レベリエ

豊橋市二川町字南裏44-6
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

2階日脚側

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 株式会社ヤマウチ建材

豊橋市三ノ輪町4-22-1

488 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
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No.

店舗（支店）・イベント・施設名

住

489 なか寿司

豊橋市仲ノ町18番地1

490 J'aime

豊橋市東田町字東前山10-1

491 ヘアーステージ

ヒカリ

豊橋市下地町横山64ー2

492 のんのぐらす

豊橋市高洲町字向島19-2

493 ボン千賀

豊橋市駅前大通1-28

494 YUiMA

豊橋市西小鷹野4-3-11

495 Setton

豊橋市西小鷹野4-3-11 東

496 美容室chili

豊橋市植田町字神戸坂58-1

497 シンエイトラベル株式会社

豊橋市新吉町24番地

498 はなまるうどん豊橋駅前店

豊橋市駅前大通1-135

499 スナック

豊橋市中岩田2丁目6-2

ちょっとだけ

所

500 末広茶屋

豊橋市大岩町字火打坂4番地7

501 （有）永田建築

豊橋市藤並町字西側16-9

502 コロナヘアーサロン

豊橋市富本町46-1

503 Café WASHAGANCHI +

豊橋市前田町2-11-2

504 ランブレ

豊橋市南栄町空池63-7

505 キエス

豊橋市西小鷹野2丁目2-15

506 アンジェリーク

豊橋市松山町36

507 パーラーHANAKO

豊橋市駅前大通1丁目114豊橋ビル107

508 三好寿司

豊橋市仲ノ町135-1

509 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

510 街中華

古来や

豊橋市広小路1丁目23-2

511 かつ時

豊橋店

豊橋市向山大池町13-1

512 広小路ホルモン酒場
513 寿司蔵

炎や

安全安心宣言施設

豊橋市広小路1丁目30-2
豊橋市前田南町二丁目1の3

3-201

514 パラダイス

豊橋市入船町51

515 IHAW IHAW イハウイハウ

豊橋市西幸町字幸15-3

516 りんご治療院

豊橋市馬見塚町315-1 アドバンスライフ101

517 バルコンスズトヨ

豊橋市大村町字橋元83

518 NAIL BLANC

豊橋市東田町字東前山16-1

519 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 石黒店舗3号室

520 髪職人心

豊橋市雲谷町字新外ノ谷38-3

521 orangegarden

豊橋市大橋通り二丁目126

522 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

523 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

524 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

525 Hair Design LOVOND

豊橋市大岩町東郷内6-3

526 メンズサロン嗜み

豊橋市東田町字東前山20-40

527 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

528 LiveArt Performance【kageASH】(4/11)

豊橋市船町128-29フィオーレ豊橋905

529 cococafe弥生町店

豊橋市弥生町東豊和17
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cococafe弥生町店

No.

店舗（支店）・イベント・施設名

住

530 メンズサロン 嗜み

豊橋市東田町字東前山16-1

531 株式会社住ミテル

豊橋市花田二番町73番地

532 （株）つむぎコーポレーション

豊橋市飯村町字高山209-10

533 うまいもんや

豊橋市広小路2-24

鯛松

所

534 ブルックリン

豊橋市広小路1-4

535 アトランティカ

豊橋市広小路1-4

536 K's bar

豊橋市松葉町二丁目32番地ララ松葉ビル5階
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