
「三遠を元気に！！地域還元」キャンペーン対象加盟店一覧

店舗名 市区町村 住所

アーキブレイン㈱ 浜松市中区 浜松市中区海老塚2-14-11

美工房 浜松市中区 浜松市中区高丘西三丁目33番14号

デコラージュ 浜松市中区 浜松市中区高丘東4丁目3-24

トミーエース 浜松市中区 浜松市中区高丘東二丁目15番14号

サンヨークリーニング文丘営業所 浜松市中区 浜松市中区文丘町10-5

マルセ 浜松市中区 浜松市中区和合北四丁目33-10

World-Style 浜松市中区 浜松市中区葵西1-6-23

スミコーホームズ株式会社 浜松市中区 浜松市中区葵西１丁目１３－１

カーケア工房 Inax 浜松市中区 浜松市中区葵西3-1-1

デュアルサロンラピス 浜松市中区 浜松市中区葵西３丁目１－１

にい山 浜松市中区 浜松市中区葵西4-1-1

中日ニュースセンター浜松葵ステーション 浜松市中区 浜松市中区葵西４－１－８９

ベリー美容室 浜松市中区 浜松市中区葵西4-1-91

有限会社エイビーシー 浜松市中区 浜松市中区葵東1-11-10

喜久屋 浜松市中区 浜松市中区葵東１丁目１１－１２

サロンドSHIKI 浜松市中区 浜松市中区葵東1丁目4-18

Haraペコ・サンド 浜松市中区 浜松市中区葵東2-16-5ザ・ビッグ浜松葵町店

リバーグラス 浜松市中区 浜松市中区葵東２丁目１０－２８

リブライフただし 浜松市中区 浜松市中区葵東２丁目１１－２０

炉ばたよいち 浜松市中区 浜松市中区葵東２丁目８－２２

ありがとう 浜松市中区 浜松市中区葵東３丁目2-7

髪結千楓 浜松市中区 浜松市中区葵東３丁目６－２

Ｂ・Ｈ　ｓｈｏｐ 浜松市中区 浜松市中区旭町１１－３　藤田ビル１Ｆ

カットサロンヨシムラ 浜松市中区 浜松市中区曳馬1-15-13

菅沼電気商会 浜松市中区 浜松市中区曳馬4-3-12

ふつうのぱんや　まきのぱん 浜松市中区 浜松市中区曳馬4-4-17

ひくま製畳 浜松市中区 浜松市中区曳馬4-4-51

宏城寿し 浜松市中区 浜松市中区曳馬４丁目１３－７３

本社 浜松市中区 浜松市中区曳馬5-11-5

本社 浜松市中区 浜松市中区曳馬5-24-33

高橋五郎スタジオ 浜松市中区 浜松市中区栄町－３０３−２５

染の藤京 浜松市中区 浜松市中区下池川町１３－１１

55BREAD 浜松市中区 浜松市中区花川町1269-3

サイクルセンター辻 浜松市中区 浜松市中区海老塚１－１２－７

えびいち 浜松市中区 浜松市中区海老塚１－５－２４

atelier copan 浜松市中区 浜松市中区海老塚１丁目７－６

パート2 浜松市中区 浜松市中区海老塚２丁目１５－１６

丸保呉服店 浜松市中区 浜松市中区鴨江１－３－２４

喜仙 浜松市中区 浜松市中区鴨江１丁目１４－９

E・CORE 浜松市中区 浜松市中区鴨江１丁目２１－２１

美好屋 浜松市中区 浜松市中区鴨江１丁目２４－２０

有限会社渥美ゴザ屋 浜松市中区 浜松市中区鴨江１丁目３１－１５

孝心 浜松市中区 浜松市中区鴨江１丁目３７－１７

氣の香屋 浜松市中区 浜松市中区鴨江2−7−5招来屋

炭火焼肉　三千里 浜松市中区 浜松市中区鴨江３－４９－２４－３

菊一 本店 浜松市中区 浜松市中区鴨江３－５３－１５

しい葉 浜松市中区 浜松市中区鴨江３－７３－２０

レストラン クレルレヴェイエ 浜松市中区 浜松市中区鴨江３丁目１３－５９

psyuxe 浜松市中区 浜松市中区鴨江３丁目２６－１４

メンズショップ  ヒデ 浜松市中区 浜松市中区鴨江３丁目５０－１

お宝本舗 根上り松店 浜松市中区 浜松市中区鴨江３丁目６８－８

加賀料理　青葉 浜松市中区 浜松市中区鴨江4-28-1

T-Treasure 浜松市中区 浜松市中区鴨江4-7-20

ハカマタスポーツ 浜松市中区 浜松市中区鴨江町１４−３

一福美容院 浜松市中区 浜松市中区元魚町－２３

meat&dar Tab. 浜松市中区 浜松市中区元城町－１０９−１２

旬鮮　永谷 浜松市中区 浜松市中区元浜町133

デリカのキクチ 浜松市中区 浜松市中区元浜町284

サクライ写真スタジオ 浜松市中区 浜松市中区元浜町３３－３５

cle 浜松市中区 浜松市中区元浜町６４

小林ウェアマーク 浜松市中区 浜松市中区元目町１１０－１９

OH!SO-ZAIb真 浜松市中区 浜松市中区向宿１丁目１２－１６－フィオーレ向宿

デイサービスセンター　ソナタ 浜松市中区 浜松市中区向宿１丁目５番２９号

ジョイフルセイブ 浜松市中区 浜松市中区向宿3-2-11

IZACK向宿 浜松市中区 浜松市中区向宿3-3-32

HAIR'S OZAWA 浜松市中区 浜松市中区向宿3-5-28

有限会社森文 浜松市中区 浜松市中区向宿３丁目９－４

Boutique Gill 浜松市中区 浜松市中区幸　１－１１－１５ｐｏｉｎｔ　幸　１０２

ネストマエジマ 浜松市中区 浜松市中区幸１－１３－１５

理容のりづき 浜松市中区 浜松市中区幸1-1-36

株式会社みのり 浜松市中区 浜松市中区幸１－１－７

アスリート・ケアむらまつ接骨院 浜松市中区 浜松市中区幸１－２－１７

炭火焼　ゆらり 浜松市中区 浜松市中区幸１丁目１－４１

みその寿し 浜松市中区 浜松市中区幸５丁目１－１２

ガルボ 浜松市中区 浜松市中区幸５丁目１－４

四ッ池Reborn整骨院 浜松市中区 浜松市中区幸５丁目２－１０

＜ 浜松市中区＞
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店舗名 市区町村 住所

いづみ代行 浜松市中区 浜松市中区幸５丁目２－３６

ブローニュ 浜松市中区 浜松市中区広沢

GoKaKu 浜松市中区 浜松市中区広沢2丁目41-11

戸隠 浜松市中区 浜松市中区広沢3-24-18

レストラン リバーシ 浜松市中区 浜松市中区広沢3-25-12花菱ビル一階

コージーライツＣＬＲ 浜松市中区 浜松市中区高丘西１－１１－２

本の松本 浜松市中区 浜松市中区高丘西１丁目２６－４

ブルテリア 浜松市中区 浜松市中区高丘西１丁目４－３７

総合リサイクルショップChoice 浜松市中区 浜松市中区高丘西２－３３－３０

医療法人社団ふじわら歯科医院 浜松市中区 浜松市中区高丘西2-33-38

高丘土地 浜松市中区 浜松市中区高丘西３丁目26-1コーポナカジマA-1

有限会社ティーケーピー 浜松市中区 浜松市中区高丘西３丁目３１－７

株式会社塗和 浜松市中区 浜松市中区高丘東1-7-11

ちょんまげ家 浜松市中区 浜松市中区高丘東１丁目１０－５６パークサイド高木１０１

株式会社 はまちゅう 浜松市中区 浜松市中区高丘東１丁目９－３７

株式会社イーサービス　本社 浜松市中区 浜松市中区高丘東2-6-27

Mix up 浜松市中区 浜松市中区高丘東２丁目１９－４３

神原洗業 浜松市中区 浜松市中区高丘東４丁目３－２１

くまさん薬局 浜松市中区 浜松市中区高丘東４丁目５－３７

株式会社シーエスオート 浜松市中区 浜松市中区高丘東5-28-7

Manew マニュウヘアー 浜松市中区 浜松市中区高丘北１－６－５

Youga 浜松市中区 浜松市中区高丘北１丁目１－１アーバンシティ浜松高丘

株式会社T.O土建 浜松市中区 浜松市中区高丘北１丁目５－３９

TAKA 浜松市中区 浜松市中区高丘北2-1-20

有限会社カミムラ 浜松市中区 浜松市中区高丘北2-1-26

和工芸 浜松市中区 浜松市中区高丘北2-52-11

Cross Roads 浜松市中区 浜松市中区高丘北2丁目53-5キャステルMTK

友和建設 浜松市中区 浜松市中区高丘北３丁目１１－２４

オール美容室 浜松市中区 浜松市中区高丘北３丁目２６－１９

有限会社金田板金工業所 浜松市中区 浜松市中区高丘北4-13-44

古橋商会 浜松市中区 浜松市中区高町－２００−１

HAPPYROOM株式会社 浜松市中区 浜松市中区高林1-8-10

Arrows 浜松市中区 浜松市中区高林１丁目９－３１

ゆるふわ浜松 浜松市中区 浜松市中区高林２－２－３

オムニシステム 浜松市中区 浜松市中区高林３－１３－１０沢ビル３Ｆ

天竜そば一心庵高林店 浜松市中区 浜松市中区高林3-13-8

平山タクシー 浜松市中区 浜松市中区高林３丁目５－１飯尾第一メゾン１０１

鈴恵観光株式会社 浜松市中区 浜松市中区高林4-14-10

高林会計 浜松市中区 浜松市中区高林4-3-38-3

ネイル工房プレジャー 浜松市中区 浜松市中区高林４－６－４

Carmagnole 浜松市中区 浜松市中区紺屋町－２１３−３３

足立メガネ 浜松市中区 浜松市中区紺屋町－２１７−１７

坂下太一税理士事務所 浜松市中区 浜松市中区紺屋町217-24フロイデミーツ紺屋町202

丸清呉服店 浜松市中区 浜松市中区紺屋町－３０６−１９

彩画堂 浜松市中区 浜松市中区紺屋町３０６−２９

司法書士江間孝之事務所 浜松市中区 浜松市中区佐藤1-24-4

Exotic animal shopナスマル屋 浜松市中区 浜松市中区佐藤1-33-19

酒の青山　佐藤店 浜松市中区 浜松市中区佐藤１丁目１１－１２

佐藤店 浜松市中区 浜松市中区佐藤2丁目35-23

古橋商会　佐鳴台店 浜松市中区 浜松市中区佐鳴台１丁目１－１６

代行運転 未来 浜松市中区 浜松市中区佐鳴台１丁目７－１５

レガロススタイル佐鳴台店 浜松市中区 浜松市中区佐鳴台2-1-23

TAKASHI 浜松市中区 浜松市中区佐鳴台2-19-22

株式会社アメージング 浜松市中区 浜松市中区佐鳴台３－５４－３７

電化のMEGA 浜松市中区 浜松市中区佐鳴台３丁目５４－３７

Recovery-Store 浜松市中区 浜松市中区佐鳴台4-36-16みれ21ビル1階

山口司法書士事務所 浜松市中区 浜松市中区佐鳴台４ー４０ー３２

魚照 浜松市中区 浜松市中区佐鳴台４丁目３－１

不動産本舗 浜松市中区 浜松市中区佐鳴台5-28-3

ＧＲＥＥＮ　ＪＡＣＫＥＴ 浜松市中区 浜松市中区佐鳴台５丁目２７－３

足立楽器店本店 浜松市中区 浜松市中区佐鳴台6-1-5

K.grace 浜松市中区 浜松市中区砂山町　１１４５銀の鈴　１Ｆ－１

大衆ビストロジモン 浜松市中区 浜松市中区砂山町３２４－１０　福ビル１Ｆ

えびすだいこく 浜松市中区 浜松市中区砂山町324-18(1F)

呑兵衛 浜松市中区 浜松市中区砂山町325-2

セカンドリビング 浜松市中区 浜松市中区砂山町326-7柳川ビル

好麺 浜松市中区 浜松市中区砂山町326-7柳川ビル1階

和創酒楽なかがわ 浜松市中区 浜松市中区砂山町340-10

どっこいしょ 浜松市中区 浜松市中区砂山町344-2

辻梅 浜松市中区 浜松市中区砂山町－３５５−２

野武士 浜松市中区 浜松市中区砂山町355-8

麺屋 和 浜松市中区 浜松市中区砂山町－３６１−５

株式会社エムシーフードサービス 浜松市中区 浜松市中区細島町10-4

野口電化 浜松市中区 浜松市中区細島町－１３−３

おばんざいBar一了 浜松市中区 浜松市中区肴町３１２－８

PIZZA&TACORICE MOAZA2 浜松市中区 浜松市中区肴町３１３－１２肴町通り　Ｙビル　Ｂ１Ｆ

プラテロ 浜松市中区 浜松市中区肴町－３１４−２０
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浜松料理　娯座樓 浜松市中区 浜松市中区肴町-317−15

座Diningたわわ 浜松市中区 浜松市中区肴町３１７－９　間渕ビルＢ１Ｆ

いろり 浜松市中区 浜松市中区肴町－３１７−９－間渕ビル－２階

鮮魚と炭火焼き鳥十五 浜松市中区 浜松市中区肴町317-9間渕ビルB1F

彩席かわかみ 浜松市中区 浜松市中区肴町－３１８−１６かわかみビル－１階

D-believe 浜松市中区 浜松市中区肴町319-35山彦ビル2F

ピンチョス 浜松市中区 浜松市中区肴町319-40

smokerplanet 浜松市中区 浜松市中区三組町44-1

おはなし処　樹・樹 浜松市中区 浜松市中区三組町60-10

みやぎ印刷 浜松市中区 浜松市中区山下町１３５

坂田自動車 浜松市中区 浜松市中区寺島町101

椿カイロプラクティック 浜松市中区 浜松市中区鹿谷町－２－２３

制服のキンパラ　鹿谷店 浜松市中区 浜松市中区鹿谷町23-24

松屋 浜松市中区 浜松市中区鹿谷町－３４－３３

アツミ写真店 浜松市中区 浜松市中区鹿谷町－３６－２４

トラスト整体院 浜松市中区 浜松市中区住吉１－４０－８　１Ｆ

中津川写真館 浜松市中区 浜松市中区住吉1-41-10

Roche 浜松市中区 浜松市中区住吉1-43-20

ベトナム食堂　Nha An Vietnam 浜松市中区 浜松市中区住吉1丁目24-7

BOULANGERIE NAO 浜松市中区 浜松市中区住吉2-32-9

アイ・アール・オー 浜松市中区 浜松市中区住吉２丁目１６－２０

ヘアーパーク　スマイルパパ 浜松市中区 浜松市中区住吉２丁目４－１０

進和開発 浜松市中区 浜松市中区住吉３丁目１番６号

㐂三郎 浜松市中区 浜松市中区住吉４－１－２

Chandra パーソナルトレーニング 浜松市中区 浜松市中区住吉5丁目17-30102

ｊ-シューテック 浜松市中区 浜松市中区住吉五丁目１６－３

小塩均整施術院 浜松市中区 浜松市中区十軒町１５６－１

三福給食 浜松市中区 浜松市中区春日町１３０

ダンディ理容室 浜松市中区 浜松市中区助信町２６－１８

セーヌ美容室 浜松市中区 浜松市中区助信町－３１－５１

本社 浜松市中区 浜松市中区助信町32-28

ひまわり美容室 浜松市中区 浜松市中区助信町４０－１１

HAIR DESIGNING BIGUP 浜松市中区 浜松市中区助信町41-1大木店舗104

ヘアーメイクD 浜松市中区 浜松市中区小豆餅２－２５－３６

プライマル 浜松市中区 浜松市中区小豆餅２丁目７－１９

リセエンヌ 浜松市中区 浜松市中区小豆餅3-28-25

美しき日々 浜松市中区 浜松市中区小豆餅3-9-1

ポールヘアカット 浜松市中区 浜松市中区小豆餅３丁目２９－１０クローバービル　１Ｆ　Ｄ

トータルビューティーウェーヴ 浜松市中区 浜松市中区小豆餅３丁目３２－２

どんぐり薬局 浜松市中区 浜松市中区小豆餅４丁目４－２２どんぐり薬局

マスヤスタジオ 浜松市中区 浜松市中区松城町２１０－１６

ビーワンオート 浜松市中区 浜松市中区上浅田１-１２－３９

健康の森 ひまわり 浜松市中区 浜松市中区上浅田１丁目２－２

喫茶&バー まぁまぁちゃん 浜松市中区 浜松市中区上浅田２－２－７－１－Ｃ

無一物 浜松市中区 浜松市中区上浅田2-2-7モンブランマンション-1A

東洋整体浜松院 浜松市中区 浜松市中区上島１丁目２４－３

骨董いちまんぜ 浜松市中区 浜松市中区上島２　－２２－２６

割烹桂川 浜松市中区 浜松市中区上島２丁目２４－２１

ハロークリーニング 浜松市中区 浜松市中区上島３－３３－１８

コーヒーショップ　キャレフール 浜松市中区 浜松市中区上島5-15-43

デトックスサロンMAKI 浜松市中区 浜松市中区上島５－４－４８

あるぷす薬局　上島本店 浜松市中区 浜松市中区上島5丁目11-22

ヘアーデザイニングソロ 浜松市中区 浜松市中区上島５丁目４番４８号

有限会社 柿下電気商会 浜松市中区 浜松市中区上島５丁目５－３５

佳世美容室 浜松市中区 浜松市中区上島６丁目２５－３７

バーバーアカダマ 浜松市中区 浜松市中区上島７ー１３ー２９

川島モータース 浜松市中区 浜松市中区城北１丁目１０－８

LOKKA 浜松市中区 浜松市中区城北２丁目４－２カレッジタウン城北１Ｆ

税理士法人黎明　祖父江会計事務所 浜松市中区 浜松市中区城北２丁目４－７

タピオカドリンク SUSUTTE 浜松市中区 浜松市中区城北三丁目１番４３号

魚きく 浜松市中区 浜松市中区新津町－１２−１

やきとり「おかわり」 浜松市中区 浜松市中区新津町４０－１　サンポートビル１Ｆ

株式会社Care Home 浜松市中区 浜松市中区新津町540-2

友照商会 浜松市中区 浜松市中区森田町119

野嶋アルミ建材 浜松市中区 浜松市中区森田町２７５－３

株式会社　浜松木工 浜松市中区 浜松市中区神田町187

永楽モータース 浜松市中区 浜松市中区神田町－２９１

ごくらく屋ふとん店 浜松市中区 浜松市中区神田町405-1

工場直売店 浜松市中区 浜松市中区神田町550-2

とらとふうせん 浜松市中区 浜松市中区神田町553

春華堂神田売店 浜松市中区 浜松市中区神田町553

epina 浜松市中区 浜松市中区神田町880-1

epina 浜松市中区 浜松市中区神田町880-1

abuu 浜松市中区 浜松市中区神明町223-33ワールドプラザ403

炭焼処とことん 浜松市中区 浜松市中区神明町－３１５−９

刺繍屋キリー 浜松市中区 浜松市中区菅原町１－６

FITZ 浜松市中区 浜松市中区成子町８０－４
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店舗名 市区町村 住所

ビルド株式会社 浜松市中区 浜松市中区西伊場町10-1

Re:ken 浜松市中区 浜松市中区西伊場町－１０－１２

はんこ屋さん21浜松西伊場店 浜松市中区 浜松市中区西伊場町18-16

ハマモト塗装店 浜松市中区 浜松市中区西伊場町－３０－２５

moon 浜松市中区 浜松市中区西伊場町６０－１

つるや 浜松市中区 浜松市中区西伊場町9-8つるや

有限会社優勝 浜松市中区 浜松市中区西丘町160

CAR SHOP ボンバー 浜松市中区 浜松市中区西丘町－１８９−１

CUT MAN MT 浜松市中区 浜松市中区西丘町318-3

ｶｰｸﾘｴｲﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 浜松市中区 浜松市中区西丘町９５８

かわもり 浜松市中区 浜松市中区西浅田1-10-8

味楽幸 浜松市中区 浜松市中区西浅田1-9-41

らくらく洗濯代行 浜松市中区 浜松市中区西浅田１丁目５－１５

千歳きくいち 浜松市中区 浜松市中区千歳３５

三河屋鈴木商店串カツ鈴の助 浜松市中区 浜松市中区千歳町－１０４−２

Green Green 浜松市中区 浜松市中区千歳町120天馬ビル2F

とと錦 浜松市中区 浜松市中区千歳町－４３

鳥浜 浜松市中区 浜松市中区千歳町４４番地の１

龍門堂 浜松市中区 浜松市中区千歳町－７５

ナイン・ツー 浜松市中区 浜松市中区千歳町７５－４

御膳房 浜松市中区 浜松市中区千歳町７６－２

ワインバーみるく 浜松市中区 浜松市中区千歳町７９

おかむら 浜松市中区 浜松市中区千歳町－７９

スナックボヌール 浜松市中区 浜松市中区千歳町９−２

焼肉バイキング 陣屋し 浜松市中区 浜松市中区泉１１－１０

S.A.K balloon 浜松市中区 浜松市中区泉1-1-44

モヨ美容室 浜松市中区 浜松市中区泉2-1-28

尾崎模型店 浜松市中区 浜松市中区泉２－２－４１

ミツヤEtsuji 浜松市中区 浜松市中区泉３－３１－２４

ピザタイム泉店 浜松市中区 浜松市中区泉３丁目１－４１

有限会社シンムラオートサービス 浜松市中区 浜松市中区泉３丁目２－１

有限会社中村建装飾 浜松市中区 浜松市中区浅田町1677

山六酒店 浜松市中区 浜松市中区浅田町349

iMC浜松店 浜松市中区 浜松市中区浅田町7-3

すみそら 浜松市中区 浜松市中区船越町２５－１５

ダイヤ 浜松市中区 浜松市中区船越町２５－１６

ソルイ 浜松市中区 浜松市中区船越町－４０－５メゾン・ド・ラフォーレ

倉内幸雄税理士事務所 浜松市中区 浜松市中区船越町4-10

Kアイ工房 浜松市中区 浜松市中区船越町4-15

UNLEASH 浜松市中区 浜松市中区船越町51-6

DONADEL 浜松市中区 浜松市中区船越町－５１－６

有限会社池田ゴム 浜松市中区 浜松市中区船越町－６－２４

F.M.F 浜松市中区 浜松市中区早出町－１２４５−８

ふかだ鍼灸整骨院 浜松市中区 浜松市中区早出町－２２６−１４

カラフルインポートセレクトショップmonami 浜松市中区 浜松市中区早馬町３−２

お好み焼　大石 浜松市中区 浜松市中区相生町－１９－８

ももたろう 浜松市中区 浜松市中区鍛治町１５－６

イタリアン酒場GAKU 浜松市中区 浜松市中区鍛治町320-23

The Lord Nelson 浜松市中区 浜松市中区鍛冶町100-1ザザシティ中央館1階

信州手打そば 奥村 浜松市中区 浜松市中区鍛冶町1-46

Petit ami Café 浜松市中区 浜松市中区鍛冶町１－６０　アルペンマンション１階

焼豚小屋とんとこ豚 浜松市中区 浜松市中区鍛冶町－１−６５

鮨和 浜松市中区 浜松市中区鍛冶町2-7

鉄飯居酒屋Grulli 浜松市中区 浜松市中区鍛冶町３１９－１０

がやがや 浜松市中区 浜松市中区鍛冶町319-20伴野ビル１F

カレーハウスブータン 浜松市中区 浜松市中区鍛冶町320-8

春華堂本店 浜松市中区 浜松市中区鍛冶町321-10

化粧品の和光 浜松市中区 浜松市中区鍛冶町５０３

マルチシート 浜松市中区 浜松市中区池町２２５－３３

UNTITLED 浜松市中区 浜松市中区中央1丁目13-1アルファビル　2F

ホルモン焼きひょうたん 浜松市中区 浜松市中区中央１丁目１６－２３中央ビル１階

YAMATO法務事務所 浜松市中区 浜松市中区中央2-9-7中川ビル202

hair志希 浜松市中区 浜松市中区中区７２－１２

株式会社高塚商店 浜松市中区 浜松市中区中区森田町４３４－１

さくらギター教室 浜松市中区 浜松市中区中沢町４１－２９

大梁 浜松市中区 浜松市中区中沢町73-2

料亭うのいち 浜松市中区 浜松市中区中島２－１－９

すし1番 浜松市中区 浜松市中区中島2-22-6

味彩酒蔵ひむか 浜松市中区 浜松市中区中島２丁目２０－７

インデコカフェ 浜松市中区 浜松市中区中島２丁目２７－３

Ms Nail 浜松市中区 浜松市中区中島3-19-20

パーソナルトレーニングneo 浜松市中区 浜松市中区中島３丁目１１－２３

制服のキンパラ　天神町店 浜松市中区 浜松市中区天神町21-25

お酒ダイニングてんてん 浜松市中区 浜松市中区伝馬町３１０－４アソルティ伝馬町１ｆ

BASE 浜松市中区 浜松市中区伝馬町３１２−２１カメヤビル南館２Ｆ

signal 浜松市中区 浜松市中区田町２２４－２１

田中屋 浜松市中区 浜松市中区田町－２３０−２１
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Black＆Silver　SOUNDBAR 浜松市中区 浜松市中区田町３１５－２７

Alsolitoposto 浜松市中区 浜松市中区田町３２２−１３

中華そばまるしょう 浜松市中区 浜松市中区田町３２３−１

浜松料理　じねん 浜松市中区 浜松市中区田町３２３−４

浜松料理　座房 浜松市中区 浜松市中区田町-323-5FY-2ビル

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

メキシカン酒場　ムーチョ アミーゴ 浜松市中区 浜松市中区田町324-13田町324ビル２F

モードキリン 浜松市中区 浜松市中区田町324－6

酒蔵千寿 浜松市中区 浜松市中区田町３２５－３４

EE 浜松市中区 浜松市中区田町－３２６－２Ｆ

美楽酒房 白蔵 浜松市中区 浜松市中区田町327-24万年橋パークビル

WILL COFFEE&BAR 浜松市中区 浜松市中区田町329-17オオクボビル１・２F

大衆酒場ギョウザマン 浜松市中区 浜松市中区田町３３１－３　サンステップビル１Ｆ

SHAFT 浜松市中区 浜松市中区東伊場1-26-7-1

東海トラベル 浜松市中区 浜松市中区東伊場2-9-16

旬彩香炉 浜松市中区 浜松市中区東伊場２丁目６－７

(株)経革 浜松市中区 浜松市中区東伊場２丁目７番１号

（有）田中商店 浜松市中区 浜松市中区南浅田１－１６－１

ハーティスト 浜松市中区 浜松市中区南浅田１－１６－３

心希接骨院 浜松市中区 浜松市中区南浅田１－５－７コイケビル１０２

AILE hairsalon 浜松市中区 浜松市中区萩丘1-18-5

KOYOMI PAN 浜松市中区 浜松市中区萩丘１丁目１０－９

株式会社庭政(本社) 浜松市中区 浜松市中区萩丘3-2-15

グリーフルモーター 浜松市中区 浜松市中区萩丘5-17-12

シネマハウス新映 浜松市中区 浜松市中区板屋町１００番地の５

珈琲専心　粋庵 浜松市中区 浜松市中区板屋町１０１ー２２小川ビル２Ｆ

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

タカバ写真場 浜松市中区 浜松市中区板屋町５４３

鳥さん 浜松市中区 浜松市中区板屋町666ロイヤル板屋１F

いし川 浜松市中区 浜松市中区板屋町672フード昴ビル

BEAUTY'S CULB 佑未 浜松市中区 浜松市中区尾張町１２２－１７　１Ｆ　　キタ

CARDIA LUSSO 浜松市中区 浜松市中区尾張町１２５－１８

HC import 浜松市中区 浜松市中区尾張町－１２６−１４ＨＣ　ｉｍｐｏｒｔ

スクエアクライミングセンター 浜松市中区 浜松市中区浜松市東区中田町４４９

有限会社オグス看板 浜松市中区 浜松市中区浜松市南区法枝町３５１

あるぷす薬局　富塚店 浜松市中区 浜松市中区富塚町1038-1

コージー 浜松市中区 浜松市中区富塚町－１−１

サンテック 浜松市中区 浜松市中区富塚町－１５２０−１

かなとん 浜松市中区 浜松市中区富塚町1522ー1

和歌山ラーメン七星 浜松市中区 浜松市中区富塚町－１８５８−１

青野輪店 浜松市中区 浜松市中区富塚町－１８７６−３

神村製菓舖 浜松市中区 浜松市中区富塚町－１８８０

中野サイクル 浜松市中区 浜松市中区富塚町１８８３－１

佐鳴湖パークタウン店 浜松市中区 浜松市中区富塚町1928-8１２号棟１０２号室

マイロードなかの 浜松市中区 浜松市中区富塚町１９－３

シード園芸 浜松市中区 浜松市中区富塚町－１９８５−３

笠原匡税理士事務所 浜松市中区 浜松市中区富塚町－２０５９−３ヒノデビル３Ｆ

疋田ピアノ教室 浜松市中区 浜松市中区富塚町－２１３２−１１４

空間 浜松市中区 浜松市中区富塚町－２１４９−１４

hair TRIM 浜松市中区 浜松市中区富塚町－３００３−２

リモ建築設計事務所 浜松市中区 浜松市中区富塚町3009-4

写真機商コウジヤ 浜松市中区 浜松市中区布橋1-2-16

メガネのアイドル 浜松市中区 浜松市中区布橋１丁目７－８

パステル 浜松市中区 浜松市中区布橋２丁目１０－１

目の美容院＆エステ　FLORA 浜松市中区 浜松市中区布橋２丁目１０－１３階

お好み焼 貴美子 浜松市中区 浜松市中区布橋２丁目１２－３３

山田ラジオ商会 浜松市中区 浜松市中区布橋２丁目１５－１１

あるぷす薬局　なめだ店 浜松市中区 浜松市中区平田町49-2

彦坂琴三味線店 浜松市中区 浜松市中区平田町５２

イスヤ工芸株式会社 浜松市中区 浜松市中区法枝町107

伊藤印舗 浜松市中区 浜松市中区北寺島町１５０−３

まことや 浜松市中区 浜松市中区北寺島町－２０４−３５

Ja・dore 浜松市中区 浜松市中区北寺島町２０９－１０アソルティ浜松ル　スード１０３

丸岩松本商店 浜松市中区 浜松市中区北寺島町210-19

マルヤ 浜松市中区 浜松市中区北寺島町213-11

加茂陶器店 浜松市中区 浜松市中区北寺島町２１４－６

ＡＺ 浜松市中区 浜松市中区野口町６１２－３

テーラー新屋 浜松市中区 浜松市中区利町－３０５−１３

ブルーベリーヒル 浜松市中区 浜松市中区利町－３１０−１８

アライデザイン工芸 浜松市中区 浜松市中区龍禅寺町344

ハッピーハウス 浜松市中区 浜松市中区龍禅寺町３５３

中川無線 浜松市中区 浜松市中区龍禅寺町３５７

ル・シアージュ 浜松市中区 浜松市中区龍禅寺町－３５７−４１

かみゆい伽羅 浜松市中区 浜松市中区旅籠町16

タケモト 浜松市中区 浜松市中区領家

ULTRASTAR 浜松市中区 浜松市中区領家３－１５－２

焼肉　柳之介 浜松市中区 浜松市中区領家３丁目２－６



「三遠を元気に！！地域還元」キャンペーン対象加盟店一覧

店舗名 市区町村 住所

（有）桃園 浜松市中区 浜松市中区和合町－２２０−１３９０

Ｂ.STEP 浜松市中区 浜松市中区和合町２２０－３５９

Moｍｍｙ's kitchen ozawa 浜松市中区 浜松市中区和合町－２２０−９４

かつ治　和合店 浜松市中区 浜松市中区和合町－２４３

posy 浜松市中区 浜松市中区和合町３１５－１６８７

bougie 浜松市中区 浜松市中区和合町87-7

サニートラベル 浜松市中区 浜松市中区和合町９３６ー５０３

浜松オート第５食堂 浜松市中区 浜松市中区和合町936番地の19

バイク屋さん 浜松市中区 浜松市中区和合北2-5-18

ジェイワン 浜松市中区 浜松市中区和合北３－６－５３

ピッツァなお 浜松市中区 浜松市中区和地山１ー７ー１８

ウィルペットクリニック 浜松市中区 浜松市中区蜆塚2-16-11

うなぎのかんたろう 浜松市中区 浜松市中区蜆塚2-2-2

しゅん助寿司支店 浜松市中区 浜松市中区蜆塚２丁目１３－２

やぎ歯科 浜松市中区 浜松市中区蜆塚３－１９－１３

倉屋（肉の倉屋　蜆塚） 浜松市中区 浜松市中区蜆塚３丁目１５－５

トータルリペアイトウ 浜松市中区 浜松市中区蜆塚4-10-19ガレッジ235B

太田新聞店 浜松市中区 浜松市中区蜆塚４－１－１５

(有)山清自動車商会 浜松市東区 浜松市東区市野町982

SPELLBOUNDSKATESHHOP 浜松市東区 浜松市東区天王町129-1

ほほえみランチコーポレーション 浜松市東区 浜松市東区市野町２２２１－１

ブラウニーサンドイッチ 浜松市東区 浜松市東区安新町５５０番地の4

トイミズノ 浜松市東区 浜松市東区下石田町1290-1

神谷ストア 浜松市東区 浜松市東区下石田町－１４６９−１

2SEATER 浜松市東区 浜松市東区下石田町９２８−１

有限会社第一タイヤ 浜松市東区 浜松市東区下石田町929-1

寿し徳 浜松市東区 浜松市東区笠井上町－１７８−１

VAQVAQ  FACTORY 浜松市東区 浜松市東区笠井新田町１２１０－１－２

車工房まこと 浜松市東区 浜松市東区笠井新田町－１４２８−１

あしたば薬局 浜松市東区 浜松市東区笠井新田町693-5

松下自工 浜松市東区 浜松市東区笠井新田町８０３

DOUX-SOLEIL 浜松市東区 浜松市東区笠井町－１５０１−３

Sunny Leo 浜松市東区 浜松市東区笠井町－２２９

まんまる 浜松市東区 浜松市東区笠井町－２４６−１

リブテック 浜松市東区 浜松市東区笠井町868-3

ガレージダイソン 浜松市東区 浜松市東区丸塚町－２１５−１

BAKE BASE KEN 浜松市東区 浜松市東区丸塚町307-1

金宝堂 浜松市東区 浜松市東区丸塚町－３４８−４

栄進電気工事有限会社 浜松市東区 浜松市東区丸塚町５０８ー７

hair salon Toronto 浜松市東区 浜松市東区丸塚町－５３９−１１

有限会社ワールドホイールサービス 浜松市東区 浜松市東区貴平町1506-1

Ｔｗｉｎ　Ｅｉｇｈｔ８８ 浜松市東区 浜松市東区貴平町２２３番地浜松物流倉庫１階事務所

オートハウスシャロー 浜松市東区 浜松市東区貴平町－３１４

大和部品 浜松市東区 浜松市東区宮竹町－１８４

鈴木クリーニング商会 浜松市東区 浜松市東区原島町－３１９

あるぷす薬局　原島店 浜松市東区 浜松市東区原島町354-3

STAGE ZERO 浜松市東区 浜松市東区原島町420-1

ﾄｷﾜｻﾝｺｳ 浜松市東区 浜松市東区原島町４４５

GARAGEFINE 浜松市東区 浜松市東区恒武町221-2

スタジオコレット 浜松市東区 浜松市東区恒武町－３２１

ROUTE110 浜松市東区 浜松市東区恒武町－７７７−３

有限会社エム・ファクトリー 浜松市東区 浜松市東区子安町302-7

オートガレージ　エイティーズ 浜松市東区 浜松市東区市野町1378

間渕スタジオ 浜松市東区 浜松市東区市野町－１７２２

サトーライナー 浜松市東区 浜松市東区市野町－５５０−２

オグラ自動車 浜松市東区 浜松市東区市野町－８８８

洋食屋みさくぼ 浜松市東区 浜松市東区篠ケ瀬町１０３８

防災設備社 浜松市東区 浜松市東区篠ケ瀬町－１１８３

VIVID hair 浜松市東区 浜松市東区篠ケ瀬町1308

株式会社すゞや 浜松市東区 浜松市東区将監町2-14

株式会社ディアス 浜松市東区 浜松市東区将監町28-17

アルカディ 浜松市東区 浜松市東区将監町－２８−９

有限会社アスカ商会 浜松市東区 浜松市東区将監町４１－１３

有限会社斉藤商店 浜松市東区 浜松市東区将監町41-8

小池自動車工業 浜松市東区 浜松市東区小池町１３９１

銀座たこ専 浜松市東区 浜松市東区小池町１５８－１

レフティ カットショップ 浜松市東区 浜松市東区小池町－１８７４

ゆうあい会 浜松市東区 浜松市東区小池町２６５６

シアスタイル市野店 浜松市東区 浜松市東区小池町2792-1

ポエータ小池店 浜松市東区 浜松市東区小池町75

オキドキ丸塚バイパス店 浜松市東区 浜松市東区上新屋町222-14

ビューティサロン ニシ 浜松市東区 浜松市東区上西町－１０２０−１８

小川商店 浜松市東区 浜松市東区上西町－１２２５

さとう治療院 浜松市東区 浜松市東区上西町－１２９０ルナ・ルピナス－１階

小杉表具店 浜松市東区 浜松市東区上西町－５４−２

腸もみサロンaoi 浜松市東区 浜松市東区上石田町２３１４−２

＜ 浜松市東区 ＞
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店舗名 市区町村 住所

浜松タイヤセンター 浜松市東区 浜松市東区上石田町－５８８

株式会社トリックスター 浜松市東区 浜松市東区上石田町761-2

ラバーズルーム 浜松市東区 浜松市東区植松町－１４７５−１８

アビーロード浜松店 浜松市東区 浜松市東区植松町－１４７６−９

Shunsai大畑 浜松市東区 浜松市東区植松町１５３

笑家 浜松市東区 浜松市東区植松町－２６９−４－アベニュー植松

有限会社日乃出自動車工業 浜松市東区 浜松市東区神立町１１４－９

タイ古式リラクゼーションURAN 浜松市東区 浜松市東区神立町－１３８−４－木村ビル－２階

清水写真館 浜松市東区 浜松市東区西ケ崎町1145-1

尾上征平司法書士事務所 浜松市東区 浜松市東区西ケ崎町1572-3

バーバー近藤 浜松市東区 浜松市東区西ケ崎町－１８２４−１

株式会社フジトップ工業 浜松市東区 浜松市東区西ケ崎町1853-1

スキンツーペ・コスギ 浜松市東区 浜松市東区西ケ崎町413

上野酒店 浜松市東区 浜松市東区西ケ崎町－６０９

上野サイクル 浜松市東区 浜松市東区西ケ崎町－７０７

ランドマーク浜松 浜松市東区 浜松市東区西塚町－３０３−３

多治見メナード販売 浜松市東区 浜松市東区西塚町－３０９−１２

美容室アニープ 浜松市東区 浜松市東区西塚町３０９－５西塚ハイツ１Ｂ

レストラン ティー・アンド・リュウ 浜松市東区 浜松市東区西塚町３１６-１

なぎさ鮨 浜松市東区 浜松市東区西塚町－３２４−１０

有限会社鳥源 浜松市東区 浜松市東区西塚町326-1

小和田鉄工所 浜松市東区 浜松市東区積志町－１４７１

クラタ時計メガネ店 浜松市東区 浜松市東区積志町－１５２９

鰻丸 浜松市東区 浜松市東区積志町－１８０−２

ヘアーサロン   こすぎ 浜松市東区 浜松市東区積志町1939

すずき社会保険労務士・FP事務所 浜松市東区 浜松市東区積志町693コモドコーワ102

カーライフ早津 浜松市東区 浜松市東区大蒲町１１０－９

スタジオファースト 浜松市東区 浜松市東区大蒲町１２２－１４

株式会社六軒京本舗 浜松市東区 浜松市東区大蒲町－８３−１１

いるえすてーと 浜松市東区 浜松市東区大蒲町84-20 1F

大瀬モータース展示場 浜松市東区 浜松市東区大瀬町2257

髪Geinin 浜松市東区 浜松市東区大瀬町－２４９５−２

株式会社はなか 浜松市東区 浜松市東区大瀬町－２５０８

大瀬モータース 浜松市東区 浜松市東区大瀬町－２６５３−１

株式会社つかさ 浜松市東区 浜松市東区大瀬町688-2

有限会社カーリフレッシュガレージOZAKI 浜松市東区 浜松市東区大島町1123

餃庵 浜松市東区 浜松市東区大島町１５１７

森島農園 浜松市東区 浜松市東区大島町－８８

美容室Ocean 浜松市東区 浜松市東区大島町－９４１−３

マシュー浜松 浜松市東区 浜松市東区大島町－９６６

唄の　すみか 浜松市東区 浜松市東区中郡町1463-1

ラビット自動車商会 浜松市東区 浜松市東区中郡町５１３

協和モータース 浜松市東区 浜松市東区中田町－２７２−２

山岡医新整体 浜松市東区 浜松市東区中田町－５１０−３

オートプラザドリーム 浜松市東区 浜松市東区中田町６４０－５

株式会社アスモ開発 浜松市東区 浜松市東区中野町１６４－５

温温堂リラックス鍼灸治療院　中野町店 浜松市東区 浜松市東区中野町4224-2

(有)ステップイトウ 浜松市東区 浜松市東区中野町－６４７−４

大歳神社 浜松市東区 浜松市東区天王町1484-1

ルビュール 浜松市東区 浜松市東区天王町－１４９２−１

ウィーン洋菓子店 浜松市東区 浜松市東区天王町－１５２１−１

readymade 浜松市東区 浜松市東区天王町－１９６３ｒｅａｄｙｍａｄｅ

友愛オート 浜松市東区 浜松市東区天王町－３４６−１

サロン・ド・ピュール 浜松市東区 浜松市東区天王町７６７−４

東海リメイク 浜松市東区 浜松市東区天王町899-1-A

創作四季 浜松市東区 浜松市東区天竜川町１０４７

美容室コージ 浜松市東区 浜松市東区天龍川町－１０４４−１

金原酒店 浜松市東区 浜松市東区天龍川町1125

Round table 浜松市東区 浜松市東区半田山3-47-3

avancer 浜松市東区 浜松市東区半田山４丁目３－１４

オーパス美容室 浜松市東区 浜松市東区半田山5-11-20

床屋　善 浜松市東区 浜松市東区半田山5-22-14

サン・ラファエル 浜松市東区 浜松市東区半田山5-9-12

おがわ塾 浜松市東区 浜松市東区半田山５丁目１１－１

珈琲茶房あおい 浜松市東区 浜松市東区半田山５丁目２５－２２

西遠ハウジング 浜松市東区 浜松市東区半田山５丁目３９－２７

C' collection 浜松市東区 浜松市東区半田山６丁目１０－１４

美肌屋 浜松市東区 浜松市東区半田町－１３２０−３

mi-mi 浜松市東区 浜松市東区半田町1400-3

フラワースタンド花友 浜松市東区 浜松市東区半田町－６１９

マウント自動車 浜松市東区 浜松市東区豊西町－１７１−１０

協和防災工業 浜松市東区 浜松市東区豊西町－１８００

little-azure 浜松市東区 浜松市東区豊町－２４５１−２

一笑整骨院 浜松市東区 浜松市東区薬師町340-3

クリクラ浜松 浜松市東区 浜松市東区薬師町416

サンヨークリーニング　クローバー店 浜松市東区 浜松市東区有玉西町1214

DANCE JOY PEACE 浜松市東区 浜松市東区有玉西町2411番5



「三遠を元気に！！地域還元」キャンペーン対象加盟店一覧

店舗名 市区町村 住所

株式会社丸守 浜松市東区 浜松市東区有玉西町７９０番地の１０

朝比奈歯科医院 浜松市東区 浜松市東区有玉台２丁目３１－１４

ハナ清 浜松市東区 浜松市東区有玉南町１２２９－２

奈加島 浜松市東区 浜松市東区有玉南町1363-1

晴天 浜松市東区 浜松市東区有玉南町2350-4

MCS-PLATZオリガミストア 浜松市東区 浜松市東区有玉南町２３５１－２

株式会社PMSカタヤマ 浜松市東区 浜松市東区有玉南町558

有玉オートサービス 浜松市東区 浜松市東区有玉北町－１０６−３

淡竹屋 浜松市東区 浜松市東区有玉北町１３００

cocami 浜松市東区 浜松市東区有玉北町1455

TK.company 浜松市東区 浜松市東区有玉北町２０７１

いろ葉ガーデンスタジオ 浜松市東区 浜松市東区和田町１１２－１

司法書士事務所いろは 浜松市東区 浜松市東区和田町－１１２−１

THE ITAYA 浜松市東区 浜松市東区和田町－２９６−１

宏成産業株式会社 浜松市東区 浜松市東区和田町306-1

株式会社アリア・ピアノ・ラボ 浜松市東区 浜松市東区和田町－３２１−１

フェルサ 浜松市東区 浜松市東区和田町－４０－５

大東自動車工業 株式会社 浜松市東区 浜松市東区和田町603-2

Lachic+ 浜松市東区 浜松市東区和田町－６３７−３

浜松東ステーション 浜松市東区 浜松市東区和田町707

PrivateGymGate 浜松市東区 浜松市東区半田町347

静岡県ｾｲﾌﾞ自動車学校 浜松市西区 浜松市西区大人見町2510

あさひ代行運転 浜松市西区 浜松市西区大人見町830

髪専科ゆめの丘 浜松市西区 浜松市西区大平台三丁目7-1

VOID 浜松市西区 浜松市西区神ヶ谷町7791 サニーデイズKAKURO 101

シアスタイル志都呂店 浜松市西区 浜松市西区雄踏町1-12-25

明和自動車工業有限会社 浜松市西区 浜松市西区伊左地町２１０４

愛犬の美容室babymaro 浜松市西区 浜松市西区舘山寺町－１７４６−１ユミーズ舘山寺　２Ｆ

夕日の美しい宿 浜松市西区 浜松市西区舘山寺町－２０４０−３

旅館仲屋 浜松市西区 浜松市西区舘山寺町２２１４

リトルガレージ 浜松市西区 浜松市西区舘山寺町2420-5

ペーハーセブンイナガキ 浜松市西区 浜松市西区湖東町１４８４－１６２

モリヤマ 浜松市西区 浜松市西区湖東町１９７５－４

Type2 浜松市西区 浜松市西区湖東町－３０６

カネタの油屋 浜松市西区 浜松市西区湖東町4176

株式会社アプコ 浜松市西区 浜松市西区湖東町5725-2

プライズバイクサロン 浜松市西区 浜松市西区湖東町５７５６−４

有限会社浜松宅配センター 浜松市西区 浜松市西区湖東町5959-3

マキタガーデンハウス 浜松市西区 浜松市西区湖東町－６０８８−１

林新聞店 浜松市西区 浜松市西区湖東町６６２６−１

宮本肥料店 浜松市西区 浜松市西区湖東町９７９－２

倉田屋 浜松市西区 浜松市西区湖東町－９９５−５

宇津山製茶 浜松市西区 浜松市西区湖東町996

美容室シャンティ 浜松市西区 浜松市西区志都呂1-11-1

ビブリエ 浜松市西区 浜松市西区志都呂１丁目３３－２０

水野自動車整備 浜松市西区 浜松市西区志都呂１丁目３５－２２

株式会社メーワテック 浜松市西区 浜松市西区志都呂2丁目40番31号

ほっとサロン アーク / 1F 浜松市西区 浜松市西区志都呂町1433

ほっとサロン アーク / 2F 浜松市西区 浜松市西区志都呂町1433

稲垣サイクル 浜松市西区 浜松市西区志都呂町－１５１４−２

A-Style 浜松市西区 浜松市西区篠原町１２１０－１

LAVANO高塚店 浜松市西区 浜松市西区篠原町14220-12

シメ切三昧 浜松市西区 浜松市西区篠原町14220-1iluclu2F-9

うな天 浜松市西区 浜松市西区篠原町－２０１８１−２

マルイチたかはし 浜松市西区 浜松市西区篠原町２０３８４－３

鈴六鉄工所 浜松市西区 浜松市西区篠原町－２０４６４−１

うなぎの鈴恭 浜松市西区 浜松市西区篠原町－２１６２７−３

ニエウクアン 浜松市西区 浜松市西区篠原町21680番池

ザ・ダイブス 浜松市西区 浜松市西区篠原町－２２５８１−４

浜松ビーチサイドゴルフ倶楽部 浜松市西区 浜松市西区篠原町－２６９０２

(株)糀屋本店 浜松市西区 浜松市西区篠原町－４１６７

京都屋 浜松市西区 浜松市西区篠原町－９４４８

鈴木文具店 浜松市西区 浜松市西区篠原町９５５９－３

ブラックバード 浜松市西区 浜松市西区深萩町304-225

青山新聞店 浜松市西区 浜松市西区神ケ谷町－７２００−２

ビッグトップ 浜松市西区 浜松市西区神原町９５０の２

御食事処たかみ 浜松市西区 浜松市西区西山町－１０７−６

和招 浜松市西区 浜松市西区西山町131-4

木下整骨院 浜松市西区 浜松市西区西山町2151-5

加藤工務所 浜松市西区 浜松市西区西山町2286

有限会社水口農機 浜松市西区 浜松市西区西山町2417-2

(有)原田商店 浜松市西区 浜松市西区西山町２８７−２

SJプロダクト 浜松市西区 浜松市西区西山町－２－パリタ２

西山ゴルフセンター 浜松市西区 浜松市西区西山町６０４番地の１

こめよし 浜松市西区 浜松市西区西山町－無番地南厚生センター１Ｆ

DogSalonHarry 浜松市西区 浜松市西区村櫛町－２５７８

＜ 浜松市西区 ＞



「三遠を元気に！！地域還元」キャンペーン対象加盟店一覧

店舗名 市区町村 住所

株式会社柴田自動車整備工場 浜松市西区 浜松市西区村櫛町3012-2

旬彩一徳 浜松市西区 浜松市西区村櫛町－３８３２−２

富士美屋 浜松市西区 浜松市西区大久保町－３９８５−１

ジャックヘアー 浜松市西区 浜松市西区大久保町４６６１－１

うなぎパイカフェ 浜松市西区 浜松市西区大久保町748-51

うなぎパイファクトリー売店 浜松市西区 浜松市西区大久保町748-51

とよだ園芸 浜松市西区 浜松市西区大山町－５３０

袴田石油 浜松市西区 浜松市西区大人見４０４３－１

袴田胡瓜販売 浜松市西区 浜松市西区大人見町619-2

BLUEROAD 浜松市西区 浜松市西区大平台2丁目47-10

Mana Hair 浜松市西区 浜松市西区大平台3-11-13

Dears 浜松市西区 浜松市西区大平台3-2-1Dears

株式会社　ワタナベ 浜松市西区 浜松市西区大平台３丁目１－８

夏目商店 浜松市西区 浜松市西区大平台４丁目２４－２１

KAOSナスダ 浜松市西区 浜松市西区坪井町－２７６５

鈴銀自動車商会 浜松市西区 浜松市西区坪井町－４０８３

篠原店 浜松市西区 浜松市西区坪井町4095-1

外商 浜松市西区 浜松市西区坪井町4095-1

port24浜松店 浜松市西区 浜松市西区坪井町4183

スローフード　グレック 浜松市西区 浜松市西区坪井町4603

オートショップ・ビート 浜松市西区 浜松市西区坪井町－５６４−１

ポエータ入野店 浜松市西区 浜松市西区入野町16334-1

タイ古式&ヘアリムーブ　ムートーン 浜松市西区 浜松市西区入野町1900ー34サンステージプラム1F

スズキアリーナ　いりの 浜松市西区 浜松市西区入野町283

あつみ鍼灸治療院 浜松市西区 浜松市西区入野町－４９０３−１２ハイムｅｌｆｉｎ１０３

一本堂　入野店 浜松市西区 浜松市西区入野町４９０４－２１

有限会社グリーンコンタクト 浜松市西区 浜松市西区入野町6210-2

飯田輪店 浜松市西区 浜松市西区入野町９１４６－１

（資）二橋養魚場 浜松市西区 浜松市西区馬郡町－２４７７−１−１

エサひろ 浜松市西区 浜松市西区馬郡町－３７８４

馬郡薬局 浜松市西区 浜松市西区馬郡町4042

マルサ村松商店 浜松市西区 浜松市西区馬郡町４５０８

マルサムラマツショウテン 浜松市西区 浜松市西区馬郡町4508

ウエノスポーツ 浜松市西区 浜松市西区馬郡町－６０４２

くいーる 浜松市西区 浜松市西区白洲町3644-4

移動カフェうなくん号 浜松市西区 浜松市西区浜松市西区

食處むらまつ 浜松市西区 浜松市西区舞阪町長十新田８６

ふとんの水谷 舞阪店 浜松市西区 浜松市西区舞阪町浜田３４４−１

豆乃木 浜松市西区 浜松市西区舞阪町舞阪２１２８－２

QUICCO SOUNDストア 浜松市西区 浜松市西区舞阪町舞阪2701-9舞阪協働センター4階事務室1

丸半堀江商店 浜松市西区 浜松市西区舞阪町舞阪－３３７−１

アドシステム 浜松市西区 浜松市西区舞阪町舞阪381-1

美容室mousse 浜松市西区 浜松市西区舞阪町舞阪５２５２

ヤポ 浜松市西区 浜松市西区雄踏1-12-21

釜焼鳥本舗おやひなや浜松店 浜松市西区 浜松市西区雄踏１－１２－２６

INUMESHI 浜松市西区 浜松市西区雄踏1-25-9

アールドヴィーヴル 浜松市西区 浜松市西区雄踏１丁目１２－２１

美容室しいはら 浜松市西区 浜松市西区雄踏２丁目１６－４０

キュイドール 浜松市西区 浜松市西区雄踏２丁目１９－２３

Hair Design FELLOWS 浜松市西区 浜松市西区雄踏町宇布見3626-1

コーヒーショップアトリエ 浜松市西区 浜松市西区雄踏町宇布見3626-1

リコロヘアー 浜松市西区 浜松市西区雄踏町宇布見－４０６４−６

設計事務所アーキジャム 浜松市西区 浜松市西区雄踏町宇布見5225-1

トヨダ商会 浜松市西区 浜松市西区雄踏町宇布見9980-34

かん田 浜松市西区 浜松市西区雄踏町山崎－３６２６−４

有限会社浜名湖フィッシングリゾート 浜松市西区 浜松市西区雄踏町山崎4198-36

辻村縫製 浜松市西区 浜松市西区和地町４４７９－３

Gluck hair design 浜松市南区 浜松市南区小沢渡町1215-2インテグラD202

本間電機サービス 浜松市南区 浜松市南区参野町36-2

丸果印浜松果実株式会社 浜松市南区 浜松市南区新貝町２３９－１

はっ葉 浜松市南区 浜松市南区高塚町4382

㈱都盛自動車 浜松市南区 浜松市南区松島町658-4

ままごとキッチンtonton 浜松市南区 浜松市南区安松町5-1

コーヒーショップマニュウ 浜松市南区 浜松市南区瓜内町－３１２−２２

カナザワ電化 浜松市南区 浜松市南区遠州浜1-29-1

ヘアデザイン・リプル 浜松市南区 浜松市南区遠州浜２丁目１０－８

Atsumi town 浜松市南区 浜松市南区卸本町－２２

おとなりさんち 浜松市南区 浜松市南区卸本町32

ビジテルほんまち 浜松市南区 浜松市南区卸本町－３６−１

ロボデマル・オオタニ 浜松市南区 浜松市南区卸本町45-1

うなぎいも王国＆カフェ 浜松市南区 浜松市南区卸本町－５０

本多株式会社 浜松市南区 浜松市南区卸本町－６５

有限会社ジャスト 浜松市南区 浜松市南区卸本町66

ATHLEAX 浜松市南区 浜松市南区卸本町77

杉山米穀店 浜松市南区 浜松市南区恩地町－１８３−１

梅花 浜松市南区 浜松市南区恩地町7

＜ 浜松市南区 ＞



「三遠を元気に！！地域還元」キャンペーン対象加盟店一覧

店舗名 市区町村 住所

有限会社鰻昇亭 浜松市南区 浜松市南区下江町４５４

アペのパン屋さん 浜松市南区 浜松市南区下江町584-3

(有)千葉電気設備 浜松市南区 浜松市南区河輪町－３７８

エヌズオート 浜松市南区 浜松市南区河輪町563-1

池田自動車工業 浜松市南区 浜松市南区古川町－３９８

竹美屋 浜松市南区 浜松市南区御給町135-2

LOVE for PETs 浜松市南区 浜松市南区江之島町７５１－１

喜田歯科医院 浜松市南区 浜松市南区高塚町－１２９

カフェ・もへじ 浜松市南区 浜松市南区高塚町1431-4

ホワイト急便　マルトミ 浜松市南区 浜松市南区高塚町４７０９－２６

luster 浜松市南区 浜松市南区高塚町４８１８

いろどり屋 浜松市南区 浜松市南区高塚町５６７－１

歩江夢サロン 浜松市南区 浜松市南区三新町３１６－１

株式会社CFI 浜松市南区 浜松市南区三新町487-6

ハンバーグ　スタンド 浜松市南区 浜松市南区三島町129-1

家楽 浜松市南区 浜松市南区三島町１３６－２

かつ鍼灸整骨院 浜松市南区 浜松市南区三島町－１３９８−１ルグランみしま１Ｆ

Hair Museum きいち 浜松市南区 浜松市南区三島町143

GRANDE 浜松市南区 浜松市南区三島町１５９３

窯焼スピリッツ 浜松市南区 浜松市南区三島町１７８３

あおい畳店 浜松市南区 浜松市南区三和町194

イエローバード 浜松市南区 浜松市南区三和町－２１３

文太郎 浜松市南区 浜松市南区三和町216

慶応整骨院 浜松市南区 浜松市南区三和町２５７番地

蘭 浜松市南区 浜松市南区三和町－３３６

株式会社浜松管材 浜松市南区 浜松市南区三和町６７ー３

Aqua Progress 浜松市南区 浜松市南区三和町852番地

ジャックストレーディング 浜松市南区 浜松市南区参野町２４０ー１

有限会社うくじま 浜松市南区 浜松市南区参野町－３７４−１

株式会社コバヤシエンジニアリング 浜松市南区 浜松市南区参野町82-1

丸鈴モータース 浜松市南区 浜松市南区四本松町－３２３

いがらし皮ふ科 浜松市南区 浜松市南区寺脇町830

MIZUHO不動産株式会社 浜松市南区 浜松市南区寺脇町852-2

スナック＆喫茶　きら・きら 浜松市南区 浜松市南区若林町1140-1

東海キーロック 浜松市南区 浜松市南区若林町－１２５３−１

kcc 浜松市南区 浜松市南区若林町2252-1

やきとりひろ 浜松市南区 浜松市南区若林町320

さかい珈琲浜松小沢渡店 浜松市南区 浜松市南区小沢渡町1395番地

かねぜん 浜松市南区 浜松市南区小沢渡町５１５

JET PROGRESS 浜松市南区 浜松市南区小沢渡町718-2

浜松中央卸売市場 浜松市南区 浜松市南区新貝町239-1

片桐塗装株式会社 浜松市南区 浜松市南区新橋町1808-1

エルドール美崎屋 浜松市南区 浜松市南区新橋町－１８４５−１

ShermanOaks 浜松市南区 浜松市南区新橋町－８６６－１

林タイヤ商会 浜松市南区 浜松市南区西町－１５８−３

田邊芳太郎商店 浜松市南区 浜松市南区西町621

GiL 浜松市南区 浜松市南区西町８１５

ALMA hair & shaving 浜松市南区 浜松市南区西町815

ヘアーサロン ダン藤田 浜松市南区 浜松市南区西町８７７

浜松雑貨株式会社 浜松市南区 浜松市南区西伝寺町30

ボデーショップウキギ 浜松市南区 浜松市南区西島町１０２５

中西自動車商会 浜松市南区 浜松市南区西島町１２６－２

美倉屋 浜松市南区 浜松市南区西島町－５４２

有限会社　イセヤオート 浜松市南区 浜松市南区石原町541

浜倉自動車 浜松市南区 浜松市南区倉松町1023-3

株式会社中岡建設 浜松市南区 浜松市南区倉松町４３２

遠江ツーリスト 浜松市南区 浜松市南区倉松町４３５－６シーサイドコーポ１０３

そば処神谷 浜松市南区 浜松市南区増楽町1318-1

株式会社中田重機 浜松市南区 浜松市南区大柳町372番地の1

ハンバーグ&カフェ　ニューヨーク 浜松市南区 浜松市南区大柳町508-1

合同会社睦不動産 浜松市南区 浜松市南区大柳町545ｰ2

アキュレート 浜松市南区 浜松市南区大柳町608-2

株式会社アイ・スタイリング 浜松市南区 浜松市南区大柳町8-1

食堂ひろし 浜松市南区 浜松市南区中田島町1624

カーメンテナンスワークス 浜松市南区 浜松市南区中田島町－３６７−５

ＴＲ．ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 浜松市南区 浜松市南区鶴見町９１－２

有限会社オートプラザ太陽 浜松市南区 浜松市南区田尻町247

天竜そばニュー藤屋渡瀬町店 浜松市南区 浜松市南区渡瀬町－２

武寿司 浜松市南区 浜松市南区渡瀬町6

aks 浜松市南区 浜松市南区東若林町１０３７

デリシャスサルガドス 浜松市南区 浜松市南区東若林町１１－１

ダックペットサービス 浜松市南区 浜松市南区東若林町－１２７５−１

そぶ川美容室 浜松市南区 浜松市南区東町365

BARBER BURG 浜松市南区 浜松市南区東町５７４－１

有限会社バンケットプロデュース 浜松市南区 浜松市南区頭陀寺町304-3

クボデンキ 浜松市南区 浜松市南区頭陀寺町－３４８−６

南陽防災㈱ 浜松市南区 浜松市南区頭陀寺町－３５０−６
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店舗名 市区町村 住所

COLLECTOR 浜松市南区 浜松市南区白羽町1139

高林事務所 浜松市南区 浜松市南区白羽町1265

株式会社イナガキ建設 浜松市南区 浜松市南区飯田町1057ー2

進栄自動車株式会社 浜松市南区 浜松市南区飯田町１８７－２

風里 浜松市南区 浜松市南区飯田町－８０８−１－サンコーポ協和

ヘアルームぷちてーと 浜松市南区 浜松市南区飯田町808-1サンコーポ協和102

浜松塩業 浜松市南区 浜松市南区富屋町１０４

ＲＵＮＴＡＮ 浜松市南区 浜松市南区福島町２５２−３

かどや石油商会 浜松市南区 浜松市南区福島町－２８９

鳥居自動車有限会社 浜松市南区 浜松市南区米津町2072

ニュー八千代 浜松市南区 浜松市南区法枝町－６１９

酒井製糀本舗 浜松市南区 浜松市南区芳川町－１３

Hair make SKETCH 浜松市南区 浜松市南区芳川町－１５−１

Mbeaute 浜松市南区 浜松市南区芳川町－２９５－１Ｑｕｅｅｎ　Ｒｏｓｅ　Ａ

かすみ草 浜松市南区 浜松市南区芳川町559

tae cafe 浜松市南区 浜松市南区本郷町1292-10

美容室ニューヨークママ 浜松市南区 浜松市南区本郷町１３０５－１６

ヘアーコミュニティ　サム 浜松市南区 浜松市南区本郷町1308-3

大輔 浜松市南区 浜松市南区本郷町－１３０９−１２

壽し処　七海 浜松市南区 浜松市南区本郷町－１３２８−２３

オシャレ 浜松市南区 浜松市南区本郷町１３６０－３

生餃子工房いえやす 浜松市南区 浜松市南区本郷町１３６８－１

フラワーショップはな 浜松市南区 浜松市南区本郷町1368-5

プロクリーン 浜松市南区 浜松市南区本郷町－１３６８−８

Homie Auto Garage 浜松市南区 浜松市南区楊子町２０８－１－Ｂ１

揚子菜館 浜松市南区 浜松市南区楊子町－４４５−１

はまっと整骨院 浜松市南区 浜松市南区楊子町－５０８はまっと整骨院

花井塗装 浜松市北区 浜松市北区引佐町井伊谷１０７３－３

一番やず屋 浜松市北区 浜松市北区引佐町井伊谷－３１３３−６

ガレージマッチボックス 浜松市北区 浜松市北区引佐町井伊谷４１１４

大成技巧 浜松市北区 浜松市北区引佐町井伊谷７０９－３

浜松戦闘ごっこ社 浜松市北区 浜松市北区引佐町奥山－１７３６−１

てん丸 浜松市北区 浜松市北区引佐町金指１５８７−１

仲田建築株式会社 浜松市北区 浜松市北区引佐町狩宿２００−１

むらかみ動物病院 浜松市北区 浜松市北区根洗町1268

豊岡クラフト 浜松市北区 浜松市北区根洗町－１４５７−２

マル勇 浜松市北区 浜松市北区根洗町８０２

すずきのからあげ 浜松市北区 浜松市北区根洗町803-2B号室

氷工房にはし 浜松市北区 浜松市北区細江町気賀－１０６２９−７

ジョナサン 浜松市北区 浜松市北区細江町気賀１１１５２

ボデーショップ佐藤 浜松市北区 浜松市北区細江町気賀－９１０９

カット エー フィール 浜松市北区 浜松市北区細江町小野３７７－１

リアン 浜松市北区 浜松市北区細江町中川

ボデープラザ浜松 浜松市北区 浜松市北区細江町中川－１１６３

ゆめ工房 浜松市北区 浜松市北区細江町中川－７１７２

T-flow.Water Sports Shop. 浜松市北区 浜松市北区三ヶ日町大崎１９９１－４

杜のふう 浜松市北区 浜松市北区三ヶ日町津々崎－３６７−１

丸正自動車 浜松市北区 浜松市北区三ヶ日町津々崎423-18

カービューティープロ長谷川 浜松市北区 浜松市北区三幸町－８０

クリーニング ライン 浜松市北区 浜松市北区三方原町１０５３－１

味三昧熊平 浜松市北区 浜松市北区三方原町－１１７６−７

鈴木憲吾税理士事務所 浜松市北区 浜松市北区三方原町118-2

カーサービスこんば 浜松市北区 浜松市北区三方原町－１２０８−２

しょうが屋 浜松市北区 浜松市北区三方原町1236-4

有限会社よみうり浜松北部 浜松市北区 浜松市北区三方原町－１３９６−３

かもとう輪店 浜松市北区 浜松市北区三方原町－１４３５−８

ミント薬局 浜松市北区 浜松市北区三方原町１６５－５

株式会社トシオート 浜松市北区 浜松市北区三方原町１６８１－２０

美容室香輝 浜松市北区 浜松市北区三方原町－１８０４−４

渡辺石油 浜松市北区 浜松市北区三方原町2290-1

花鈴 浜松市北区 浜松市北区三方原町2415-11

HAS浜松乗馬クラブ 浜松市北区 浜松市北区三方原町２６９１

アフロディテ 浜松市北区 浜松市北区三方原町291-7

三方原店 浜松市北区 浜松市北区三方原町298-10

のだ接骨院 浜松市北区 浜松市北区三方原町３０１－４

cafe&kitchen LIBERTY 浜松市北区 浜松市北区三方原町311-1

スーパーリフォーム石川 浜松市北区 浜松市北区三方原町－４６−４

天竜そば松風庵 浜松市北区 浜松市北区三方原町503

Largo 浜松市北区 浜松市北区三方原町944-5

WHITE LIFT浜松店 浜松市北区 浜松市北区初生町1030-13マミーハイツ一階

美容室Clover 浜松市北区 浜松市北区初生町－１０３４−３

東和自動車販売 浜松市北区 浜松市北区初生町1172-7

くるまや寅ちゃん 浜松市北区 浜松市北区初生町－１２４６−２

ハイムホーム＆ガーデン 浜松市北区 浜松市北区初生町１４

イタリアン酒場ロッジ 浜松市北区 浜松市北区初生町１４０６－２

浜栄商事 浜松市北区 浜松市北区初生町202-4

＜ 浜松市北区 ＞
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小菓子工房bis 浜松市北区 浜松市北区初生町２２２番地の１

旬味　どんぶらこ 浜松市北区 浜松市北区初生町225-4

美容室hanahana 浜松市北区 浜松市北区初生町276-3

ダイナマイト 浜松市北区 浜松市北区初生町330-1ダイナマイト

ドッグライフサポートムームー 浜松市北区 浜松市北区初生町－３４３−２

Studio&CaffeCIRCE 浜松市北区 浜松市北区初生町－５９６−１アビタシオンイースト－１階

東洋整体浜松初生院 浜松市北区 浜松市北区初生町－６７６−１

鍼灸サロンwarmy 浜松市北区 浜松市北区初生町738ｰ4シャルム初生1F

ゆき音楽教室 浜松市北区 浜松市北区初生町745-1

蕎麦喜楽楓庵 浜松市北区 浜松市北区初生町792-16

16鈴木さん家 浜松市北区 浜松市北区初生町８１８－６

有限会社初生商会 浜松市北区 浜松市北区初生町838-3

Rani hair&spa 浜松市北区 浜松市北区初生町－８５５−１

一善整骨院 浜松市北区 浜松市北区初生町８９８－９

日野藤司税理士事務所 浜松市北区 浜松市北区初生町－９２０−５

遠州楽器制作株式会社 浜松市北区 浜松市北区新都田1-4-10A-1

西澤製茶 浜松市北区 浜松市北区滝沢町－１６１８

都田営業所 浜松市北区 浜松市北区都田町4433-33

ケビント 浜松市北区 浜松市北区都田町７５４８－５２

かたばみ 浜松市北区 浜松市北区都田町－７７６７−４

有限会社渥美工務店 浜松市北区 浜松市北区都田町８０４７－５

GBY Dogパラダイス 浜松市北区 浜松市北区都田町８１１８－１

takayamarose 浜松市北区 浜松市北区都田町－８１３８

いちごいちえ 浜松市北区 浜松市北区都田町８４９３－６

愛管株式会社　浜松営業所 浜松市北区 浜松市北区都田町８５０３－９

美容室アルクレイス 浜松市北区 浜松市北区東三方町153-8

パペルエンソル 浜松市北区 浜松市北区東三方町－２１１−１９

三協スタジオ　アンマカツヒコ 浜松市北区 浜松市北区豊岡町159-2

株式会社　Frit 浜松市北区 浜松市北区豊岡町190

白井淑美司法書士事務所 浜松市北区 浜松市北区豊岡町233-2

ヘアーサロンタカ 浜松市北区 浜松市北区豊岡町３０４－３

勇志屋 浜松市浜北区 浜松市浜北区貴布祢445-2

YSP浜北大橋 浜松市浜北区 浜松市浜北区永島－８７２−２

桜井オートショップ 浜松市浜北区 浜松市浜北区於呂－２６９−１

あるぷす薬局於呂店 浜松市浜北区 浜松市浜北区於呂2921-1

株式会社米山ガラス建材 浜松市浜北区 浜松市浜北区於呂3041-1

スーパーつぼい 浜松市浜北区 浜松市浜北区於呂3081

シフォン焼菓子工房olive 浜松市浜北区 浜松市浜北区於呂－３４９３−２

協同センター 浜松市浜北区 浜松市浜北区於呂－４０００−１

佐田事務所 浜松市浜北区 浜松市浜北区於呂504-5

笑蔵 浜松市浜北区 浜松市浜北区横須賀－４８８−１

古田豊税理士事務所 浜松市浜北区 浜松市浜北区横須賀－６１９

Runners Care 浜松市浜北区 浜松市浜北区横須賀９１１－１

桜梅桃李 浜松市浜北区 浜松市浜北区横須賀929番1西遠ビル1階

カフェスナック リンク 浜松市浜北区 浜松市浜北区貴布祢1038-2

atelier  emmi-RE 浜松市浜北区 浜松市浜北区貴布祢１０５

西遠土地建物センター 浜松市浜北区 浜松市浜北区貴布祢－２０２０

鈴木写真館 浜松市浜北区 浜松市浜北区貴布祢－２０３５

やつば接骨院 浜松市浜北区 浜松市浜北区貴布祢204

アツミクリーニング 浜松市浜北区 浜松市浜北区貴布祢２０５９

株式会社イトウ工務店 浜松市浜北区 浜松市浜北区貴布祢2678

旬楽家ひろ竹 浜松市浜北区 浜松市浜北区貴布祢2685

muguet 浜松市浜北区 浜松市浜北区貴布祢416-4

和田クリーニング店 浜松市浜北区 浜松市浜北区貴布祢－４２３−５

アンサンブル 浜松市浜北区 浜松市浜北区貴布祢－４３０−３

なか接骨院 浜松市浜北区 浜松市浜北区貴布祢４９３－１

有限会社貴布祢モータース 浜松市浜北区 浜松市浜北区貴布祢508-5

(株)鈴木モータース 浜松市浜北区 浜松市浜北区貴布祢－５２５−１

自転車館 浜松市浜北区 浜松市浜北区貴布袮1793-1

地酒ショップ花の舞 浜松市浜北区 浜松市浜北区宮口－１２２１

タイヤショップシバタ 浜松市浜北区 浜松市浜北区宮口１３８６−４

ヤマヨ商会 浜松市浜北区 浜松市浜北区宮口－２２７２−１

あらたま司法書士事務所 浜松市浜北区 浜松市浜北区宮口2880-1

山口屋染房 浜松市浜北区 浜松市浜北区宮口６３１－２

Funteric 浜松市浜北区 浜松市浜北区高畑２－３　１Ｆ

GTK 浜松市浜北区 浜松市浜北区高畑２９５ー１

西部自動車株式会社 浜松市浜北区 浜松市浜北区高畑３６９－２

TN FACTORY 浜松市浜北区 浜松市浜北区高畑－４０６−２

サロンシュロス 浜松市浜北区 浜松市浜北区高畑－４８２

あるぷす薬局　高畑店 浜松市浜北区 浜松市浜北区高畑832-4

鍼灸院 里のかおり 浜松市浜北区 浜松市浜北区寺島２１９４－４

トレーニングスタジオNOA 浜松市浜北区 浜松市浜北区寺島3237

電光社 浜松市浜北区 浜松市浜北区寺島－３２７０−２

バックヤード 浜松市浜北区 浜松市浜北区寺島751-1

なかやす牧場 浜松市浜北区 浜松市浜北区寺島－８２３

本店 浜松市浜北区 浜松市浜北区寺島992-1

＜ 浜松市浜北区 ＞



「三遠を元気に！！地域還元」キャンペーン対象加盟店一覧

店舗名 市区町村 住所

菓匠大しろ 浜松市浜北区 浜松市浜北区小松－１２３８

十全記念病院売店花まる 浜松市浜北区 浜松市浜北区小松－１７００

マイカEclat株式会社 浜松市浜北区 浜松市浜北区小松3314-6

アトリエバナナ 浜松市浜北区 浜松市浜北区小松９４３－１

アトリエバナナ 浜松市浜北区 浜松市浜北区小松943-1

美容室グッティー 浜松市浜北区 浜松市浜北区小林－２２６－４４

フィットネスジム21 浜松市浜北区 浜松市浜北区小林－２８５

ビューティーサロンヤマ 浜松市浜北区 浜松市浜北区沼３７－８

ナザレ浜北店 浜松市浜北区 浜松市浜北区新原1054-10

浜北青果 浜松市浜北区 浜松市浜北区新原－２２４６−１

工房誠兵衛 浜松市浜北区 浜松市浜北区新原－２５８１−１

コシオトロピカルアイランド 浜松市浜北区 浜松市浜北区新原２９３０

はまきた園 浜松市浜北区 浜松市浜北区新原3897-1

和食　赤堀 浜松市浜北区 浜松市浜北区新原－５０１７

eコードナカノ 浜松市浜北区 浜松市浜北区新原5514

大城製菓 浜松市浜北区 浜松市浜北区西中瀬一丁目２１番４４号

スズキ トランスポーター ワークス 浜松市浜北区 浜松市浜北区西美薗２９２３

あるぷす薬局　みその店 浜松市浜北区 浜松市浜北区西美薗42-4

RACIL浜北店 浜松市浜北区 浜松市浜北区染地台1丁目４３−２９LERAHOUSE1

ぬくもり工房 浜松市浜北区 浜松市浜北区染地台３－１２－２５

アトリエ プール ヴー 浜松市浜北区 浜松市浜北区染地台４丁目２１－３

五穀屋ｎｉｃｏｅ店 浜松市浜北区 浜松市浜北区染地台6丁目7-11 nicoe内

春華堂nicoe店 浜松市浜北区 浜松市浜北区染地台6丁目7-11 nicoe内

春華堂ｎｉｃｏｅイベントブース 浜松市浜北区 浜松市浜北区染地台6丁目7-11 nicoe内

THE COURTYARD KITCHEN 浜松市浜北区 浜松市浜北区染地台6丁目7-11 nicoe内

ハートフルTUBOI 浜松市浜北区 浜松市浜北区善地－４１８

リフォームのウチケン 浜松市浜北区 浜松市浜北区中条1117-2

mano a mano hair 浜松市浜北区 浜松市浜北区中条－１５２０

有限会社牛田金物店 浜松市浜北区 浜松市浜北区中条－１５３６

はまきた施術院 浜松市浜北区 浜松市浜北区中瀬２３８９－５

たたみの植田 浜松市浜北区 浜松市浜北区中瀬3547-15

株式会社　大一 浜松市浜北区 浜松市浜北区中瀬3704-1

カーライフコンサルティングirodori 浜松市浜北区 浜松市浜北区中瀬627-3

HAIR COLLECTION AN'S 浜松市浜北区 浜松市浜北区中瀬－６７２−１

かぐら寿司 浜松市浜北区 浜松市浜北区中瀬－６９６−１

島田電器 浜松市浜北区 浜松市浜北区東美薗－５８３−４

庭　ひで樹 浜松市浜北区 浜松市浜北区東美薗667

BACKHAND 浜松市浜北区 浜松市浜北区東美薗８２６－２

大久保自動車総業 浜松市浜北区 浜松市浜北区内野－２４１８−１

あい薬局内野店 浜松市浜北区 浜松市浜北区内野２６３９－１

竹泉浜北店 浜松市浜北区 浜松市浜北区内野4257竹泉

Mon tree 浜松市浜北区 浜松市浜北区内野4591-3

沢木オート 浜松市浜北区 浜松市浜北区尾野－１８５５−１

タイヤサービスタチバナ 浜松市浜北区 浜松市浜北区尾野－２１３８−６

鈴義建築 浜松市浜北区 浜松市浜北区尾野２３５５－３１

スタジオバナナ 浜松市浜北区 浜松市浜北区浜松市天竜区二俣町鹿島195-6

ミズノオート 浜松市浜北区 浜松市浜北区浜北区宮口２１１６－１

a l'aise 浜松市浜北区 浜松市浜北区平口１６４８

カンファータ 浜松市浜北区 浜松市浜北区平口－１９１３

あらたま庵 浜松市浜北区 浜松市浜北区平口-224−1

有限会社大池ボデー 浜松市浜北区 浜松市浜北区平口359

丸天建材 浜松市浜北区 浜松市浜北区平口３６２－１

アイシー家電 浜松市浜北区 浜松市浜北区豊保－１４７−９

美容室にじいろ 浜松市浜北区 浜松市浜北区豊保－１８０−１６

ヤマサン商会 浜松市浜北区 浜松市浜北区本沢合1069

ビバーチェ 浜松市浜北区 浜松市浜北区本沢合１５３－１

芋頃本店 浜松市浜北区 浜松市浜北区本沢合176-1

加圧トレーニングスタジオ　にこにこ 浜松市浜北区 浜松市浜北区本沢合245

大雅 浜松市浜北区 浜松市浜北区本沢合337-1

鈴木洋服店 浜松市天竜区 浜松市天竜区横山町631-1

おもちゃのよりた 浜松市天竜区 浜松市天竜区佐久間町中部－１９９

ハートフルまるち 浜松市天竜区 浜松市天竜区山東－１９３４−１

曽我塗装 浜松市天竜区 浜松市天竜区山東４０５１－１４１

鈴木利保 浜松市天竜区 浜松市天竜区山東4404-2

文花堂 浜松市天竜区 浜松市天竜区山東４５５７

ヤマザキショップ気田リカーズひおき店 浜松市天竜区 浜松市天竜区春野町気田－５２６−１

柳澤屋 浜松市天竜区 浜松市天竜区春野町宮川－１７９３−３

気田川憩の家 浜松市天竜区 浜松市天竜区春野町堀之内１０１１－１

甲州屋クリーニング 浜松市天竜区 浜松市天竜区春野町堀之内1270

門前屋 浜松市天竜区 浜松市天竜区春野町領家３４９

八幡屋製菓舗 浜松市天竜区 浜松市天竜区水窪町奥領家2725

マルサ衣料店 浜松市天竜区 浜松市天竜区水窪町奥領家2876-14

丸正鈴木呉服店 浜松市天竜区 浜松市天竜区水窪町奥領家3029-4

有限会社アットイーズ 浜松市天竜区 浜松市天竜区水窪町奥領家3260-1

国盗り 浜松市天竜区 浜松市天竜区水窪町奥領家－３２８１−８

スーパーやまみち 浜松市天竜区 浜松市天竜区水窪町奥領家－３３６６−２

＜ 浜松市天竜区 ＞



「三遠を元気に！！地域還元」キャンペーン対象加盟店一覧

店舗名 市区町村 住所

カネタ太田園 浜松市天竜区 浜松市天竜区西藤平－３６−１

さくら自動車 浜松市天竜区 浜松市天竜区船明－２６３０−１

株式会社納涼亭 浜松市天竜区 浜松市天竜区二俣町鹿島１－１０

おべんとう処鹿島 浜松市天竜区 浜松市天竜区二俣町鹿島－５４２−８

メガネのウエムラ 浜松市天竜区 浜松市天竜区二俣町二俣－１１６９−１

合資会社現金屋 浜松市天竜区 浜松市天竜区二俣町二俣1201－1

天竜谷島屋 浜松市天竜区 浜松市天竜区二俣町二俣－１３８５−２

（ユ）スバルデンキ 浜松市天竜区 浜松市天竜区二俣町二俣－１３９５−１

光月堂 浜松市天竜区 浜松市天竜区二俣町二俣－１５３８−１−３

松野生花店 浜松市天竜区 浜松市天竜区二俣町二俣－１５６３−１

森の中の菓子工房 ミココリエ 浜松市天竜区 浜松市天竜区二俣町二俣２０５－１８

リサイクルクリーン 浜松市天竜区 浜松市天竜区二俣町二俣４１

松井勝 浜松市天竜区 浜松市天竜区二俣町二俣７８番地の2

玉ノ木石油 浜松市天竜区 浜松市天竜区浜松市天竜上野７７８

ヘアーサロンAN 磐田市 磐田市大立野247

RemuuLa 磐田市 磐田市笠梅553－4

三健自動車㈲ 磐田市 磐田市匂坂上418

ひょうきんや 磐田市 磐田市天龍220-1

手羽餃子食堂　けん爺 磐田市 磐田市安久路2-1-1エリア21 アクロスカイA-2

あくろ接骨院 磐田市 磐田市安久路2-38-7

Relier 磐田市 磐田市一言３０２１

山本俊樹 磐田市 磐田市一番町5828-1石のやまと

お食事処やまに 磐田市 磐田市塩新田53

さぬきうどん佐和 磐田市 磐田市下神増１１３１−１

ホンダカーズ磐田北 磐田市 磐田市下神増１８１－１

モトスポーツアベ 磐田市 磐田市下大之郷151

株式会社エンシュー 磐田市 磐田市下万能１２８−１

有限会社飯田商会 磐田市 磐田市下万能１６８−１

ムラマツ薬局 磐田市 磐田市下野部１５５−５

ヘアーサロンサトウ 磐田市 磐田市下野部２０４−５

金原自動車 磐田市 磐田市加茂１１５０金原自動車

兼子建設 磐田市 磐田市加茂１２３１−２

加茂西屋 磐田市 磐田市加茂１２５６

カナダ自動車 磐田市 磐田市海老塚785

花桐洋品店 磐田市 磐田市掛塚９２２

SBSいわた 磐田市 磐田市岩井２０１２

大進堂 磐田市 磐田市岩井２２９５

讃岐うどんことひら 磐田市 磐田市岩井２３５３－１

ユニフォームハウス 磐田市 磐田市岩井２３５４−１

うまみ処六番 磐田市 磐田市岩井３１６４－２

ﾌﾚﾝディーヤマシタ 磐田市 磐田市気子島１３７６−１

CheckPoint 磐田市 磐田市宮之一色３４３−１

中村屋 磐田市 磐田市駒場２−２５

㊥ 磐田市 磐田市見付１２３２−１

株式会社GT　CARプロデュース 磐田市 磐田市見付1684-23

小山自動車 磐田市 磐田市見付１８１９−８

制服のキンパラ　磐田本店 磐田市 磐田市見付１９６３−１７

大日堂印刷 磐田市 磐田市見付２４８４－２

見附オノマトペ 磐田市 磐田市見付2748-1

すずきや精肉店 磐田市 磐田市見付２７９９−１

朝日クリーニング 磐田市 磐田市見付3026-3

株式会社タナカ 磐田市 磐田市見付３４１７−２

キレートたねも 磐田市 磐田市見付3494

味匠天宏 磐田市 磐田市見付3884-5

酒肴  門 磐田市 磐田市見付3961-1

ふぃーるど 磐田市 磐田市見付416-12

パーソナルナルトレーニングジム　ZERO 磐田市 磐田市見付5895-5

ICHIGOYA 磐田市 磐田市向笠竹之内

美容室アイレ 磐田市 磐田市向笠竹之内１２６２−１１

オートガレージ　Pro Box 磐田市 磐田市高木1671-18

市川自動車鈑金 磐田市 磐田市合代島609-1

community salon cafe Lirio 磐田市 磐田市合代島867-3

ヘアーサロンいちかわ 磐田市 磐田市国府台１４－１

創家ちどり 磐田市 磐田市国府台２０－３

RYP Store 磐田市 磐田市国府台３６－２０－１Ｆ

サッカープロショップ　グリーンメイト 磐田市 磐田市国府台４０－１５

有限会社やまや伊藤商店 磐田市 磐田市国府台634-1

サロン　ド　アイタッチ 磐田市 磐田市国府台72-5

Hair Kitchen S.K.O 磐田市 磐田市国府台７８－２１

いなりや 磐田市 磐田市国府台８６－５

株式会社寺井 磐田市 磐田市国府台９９－１

キッチンスタジアム 磐田市 磐田市今之浦1-7-6

メイバース 磐田市 磐田市今之浦2-6-11

ナッツベリー 磐田市 磐田市今之浦２－８－２

生活介護事業所さんぽ 磐田市 磐田市今之浦２－９－３

にしお法務事務所 磐田市 磐田市今之浦２－９－３

＜ 磐田市 ＞



「三遠を元気に！！地域還元」キャンペーン対象加盟店一覧

店舗名 市区町村 住所

あるぷす薬局　今之浦店 磐田市 磐田市今之浦2丁目3-24

アイリスメディア工房音楽事務所 磐田市 磐田市今之浦２丁目６−１１ビジネスプラザ今之浦Ｆ１

E-wa 磐田市 磐田市今之浦２丁目９－６

美容室face 磐田市 磐田市今之浦3-7-6

美容室 PIZZO cut in 磐田市 磐田市今之浦３丁目２－２

天竜そばみかわ庵今之浦店 磐田市 磐田市今之浦4-19-5

WOHLSTAND 磐田市 磐田市今之浦5丁目7-15

ギフトピュア 磐田市 磐田市今之浦一丁目７番６号

きっちん　まひる 磐田市 磐田市三ヶ野台１８－２

ラーンタットポム．クドウ 磐田市 磐田市三家169-1

理髪　アラキ 磐田市 磐田市小島５７８−１

カットショップ てらだ 磐田市 磐田市小島８０９－２

二橋自動車商会 磐田市 磐田市小島９０９－２

ツカサ不動産 磐田市 磐田市小立野３−１

ゆうき鍼灸接骨院 磐田市 磐田市小立野３−１

とん汁　桝形 磐田市 磐田市小立野343-1

株式会社カーサロンアドバンス 磐田市 磐田市小立野572-1

天竜そばニュー藤屋磐田店 磐田市 磐田市小立野森西232

ラフレ 磐田市 磐田市上岡田７１５－１

ドッグランドニコ 磐田市 磐田市上岡田940-2

ドッグランドニコ 磐田市 磐田市上岡田940-8

有限会社粟倉ビニール 磐田市 磐田市上新屋６２８

桝形ずし 磐田市 磐田市上新屋７２０−３

美容室セラヴィ 磐田市 磐田市上大之郷411-1

有限会社滝川 磐田市 磐田市上万能３００

RACIL 磐田店 磐田市 磐田市上万能４９４－１階２号

メンズ脱毛専門店　BOYZ 磐田市 磐田市上万能494二美ビル2階3号

スズキ電化サービス 磐田市 磐田市上野部１２５５−１

はり きゅう 整体　ごとう治療院 磐田市 磐田市城之崎1-16-6

沖之寿司 磐田市 磐田市城之崎４－９－２

いわた第一カイロ 磐田市 磐田市森下30-4RISE 1F北

フローラ遊 磐田市 磐田市森下３３６−２

司法書士こばやし事務所 磐田市 磐田市森下３３７−３

ブロックワークス 磐田市 磐田市森下337-3workoffice豊田202

プチ蔵 磐田市 磐田市森下337ー3プチ蔵

お多福 磐田市 磐田市森下９０−１

アウトシュピール 磐田市 磐田市森下９２

ケーキのグリム 磐田市 磐田市森下95

カラオケスナックゆう 磐田市 磐田市森本529-1

オリーブハウスいとう 磐田市 磐田市神増３５５－２

つるたけ 磐田市 磐田市神増４９８−１

豊文堂　豊岡店 磐田市 磐田市神増４９８−５

HBD自習室 磐田市 磐田市神増498-5豊文堂2F

オールマイティパソコンスクール　豊岡店 磐田市 磐田市神増498-5豊文堂内

Ariel 磐田市 磐田市西貝塚１３４１−６

おやつ専科カンサス 磐田市 磐田市西貝塚2030

ホワイト急便西貝塚ショップ磯部店 磐田市 磐田市西貝塚２１６−１

真映堂 磐田市 磐田市西貝塚３３３２−１

カツミ電器 磐田市 磐田市西貝塚３６７９−５

肴家にいつ 磐田市 磐田市西貝塚558-4

ラバーズサーフ 磐田市 磐田市西之島１８

有限会社西部塗料販売 磐田市 磐田市草崎１０１０

エネリス株式会社　本店 磐田市 磐田市草崎2735番地

茶間亭 磐田市 磐田市大泉町4-5

DOUBLE 磐田市 磐田市大立野560-1

可す賀 磐田市 磐田市池田３６３−１

カスケード 磐田市 磐田市池田３６５−１

割烹 藤美 磐田市 磐田市池田７２３−４

三ッ花屋 磐田市 磐田市池田７２４−１

クリエイティブAG 磐田市 磐田市池田８４−２

電器堂 磐田市 磐田市中泉１２５

理容ひらの 磐田市 磐田市中泉1563-6

大庭金物店 磐田市 磐田市中泉1621

加藤電気 磐田市 磐田市中泉１－８－１７

美容室カーザ 磐田市 磐田市中泉1865-1

辰味家 磐田市 磐田市中泉1-8-8

美容室パーム 磐田市 磐田市中泉１８９０−６

食の畑 KAZU 磐田市 磐田市中泉２１８８−３

双葉スポーツ 磐田市 磐田市中泉221-1

三河屋製パン 磐田市 磐田市中泉２４１５－１

髪工房　おおくぼ 磐田市 磐田市中泉２４９１−９

ひだまりマルシェ 磐田市 磐田市中泉2511

イワタライスランド 磐田市 磐田市中泉2937

磐田中央不動産 磐田市 磐田市中泉２丁目８－１５

ヘアーブティックサンライズ 磐田市 磐田市中泉３０５−４

株式会社オースリー 磐田市 磐田市中泉３−５−１

プチブラン 磐田市 磐田市中泉３９５－１



「三遠を元気に！！地域還元」キャンペーン対象加盟店一覧

店舗名 市区町村 住所

天野自動車 磐田市 磐田市中泉646

御食事処ふじまさ 磐田市 磐田市中泉９７１－１２

電器のイシカワ 磐田市 磐田市中泉坂上町2981-2

marks 磐田市 磐田市鳥之瀬120

RECANTO PAULISTA 磐田市 磐田市鳥之瀬１２６－１

ＡＲＩＳＳ 磐田市 磐田市鳥之瀬１３５−１

遠州消防設備 磐田市 磐田市天龍１１３０

めしや味平 磐田市 磐田市天龍1151-1

株式会社アオキ 磐田市 磐田市天龍２４０

富士が丘内科 磐田市 磐田市東原１６７－４

4-DOGS 磐田市 磐田市東名３０−１

有限会社シナノ板金工業 磐田市 磐田市東名535

大鈴自動車 磐田市 磐田市藤上原５３２－２０

elegance MORE 磐田市 磐田市二之宮１１８１−１

La Cantina 磐田市 磐田市二之宮629

ナスクラフト 磐田市 磐田市匂坂中３４９−２

GlandFest 磐田市 磐田市匂坂中548-3

有限会社平野開発 磐田市 磐田市匂坂中877

深谷歯科医院 磐田市 磐田市白羽１３４

うなぎのたなか 磐田市 磐田市白羽１４７

カーショップミヤチ 磐田市 磐田市富丘127-4

株式会社エムクリア 磐田市 磐田市富丘127-4

東海自動車整備㈱ 磐田市 磐田市富丘２０７

iMC磐田店 磐田市 磐田市富丘50-5

三博寿し 磐田市 磐田市富丘870-1

キャナリィ・ロウ磐田店 磐田市 磐田市富士見台13-1

肴めし寿毘 磐田市 磐田市富士見台１－６

美容室ミント 磐田市 磐田市富士見台４－１０

和田整形外科・外科医院 磐田市 磐田市富士見町１丁目１１ー１３

有限会社　恵電社 磐田市 磐田市富士見町２丁目３１－１８

山田農園 磐田市 磐田市富里３７３−２

モチダオート 磐田市 磐田市冨里３７７－２

西畑理髪店 磐田市 磐田市福田１３２２−２

金友亭 磐田市 磐田市福田１９４９−１

福屋米穀店 磐田市 磐田市福田２０７７−１

Happyふれんど 磐田市 磐田市福田２２１２－１

SL brothers株式会社 磐田市 磐田市福田2262-1

平岡エコリサイクル 磐田市 磐田市福田3103-1

浅岡メンテナンス 磐田市 磐田市福田３９０８

丸三 磐田市 磐田市福田５４９５

福田 磐田市 磐田市福田6080-2

テラダ美容室 磐田市 磐田市福田７００

有限会社　小田鈑金塗装 磐田市 磐田市平松331-1

one too many mornings 磐田市 磐田市豊田西之島２５９

加藤建築株式会社 磐田市 磐田市豊田西之島９７

レブール 磐田市 磐田市豊島３１３－２

カネ吉 磐田市 磐田市豊浜１０７８

カットサロンスズキ 磐田市 磐田市豊浜３０３４−４

マルウ　うまかく 磐田市 磐田市豊浜４２０１

ロンポワンズヘア 磐田市 磐田市堀之内４０６－４

ナノハナ 磐田市 磐田市立野２０３６−５

竹内新聞店 磐田市 磐田市立野５０８−３

ikomaru hair 袋井市 袋井市愛野１３１６－１

手羽先揚おじゃれこじゃれ 袋井市 袋井市愛野東１−１６−７スタードリーム１０２

味匠　弐 袋井市 袋井市愛野東２丁目９の３

Hairspaceas 袋井市 袋井市愛野南２丁目8-5

SA-LA 袋井市 袋井市葵町3-3-6

貸衣裳黒田 袋井市 袋井市葵町３丁目５−２０

赤から 袋井店 袋井市 袋井市旭町１丁目９－１

ゆうプラン袋井店 袋井市 袋井市旭町２－１０－５

カネマン西尾商店 袋井市 袋井市宇刈2505−6お茶のにしお

大日良心市 袋井市 袋井市宇刈3170

高橋金物店 袋井市 袋井市永楽町１９４

ブックスはた 袋井市 袋井市永楽町217

アトリエまのん 袋井市 袋井市下山梨２２１８−２

みつわそば店 袋井市 袋井市下山梨2-6-32

カットサルーンクロノ 袋井市 袋井市下山梨７２１ー１

野草広場 袋井市 袋井市可睡の杜４－１

リラクゼーションEternal 袋井市 袋井市掛之上２－２萩田ビル１Ｆ北

ヘアーアトリエ　リバージュ 袋井市 袋井市久能1701-1ヘアーアトリエ　リバージュ

みずのフラワー 袋井市 袋井市久能1750-6

藤花堂 袋井市 袋井市久能２５４５−４

スズキショップピット月見 袋井市 袋井市月見町２－１１

FLOWERSROOM 袋井市 袋井市広岡1068−5

尾崎会計事務所 袋井市 袋井市広岡１１８－１

和膳洋菜みすとらる 袋井市 袋井市広岡１６９７−１

＜ 袋井市 ＞



「三遠を元気に！！地域還元」キャンペーン対象加盟店一覧

店舗名 市区町村 住所

e'clat 袋井市 袋井市高尾町1-1静岡第一ビル1階5号

fam 袋井市 袋井市高尾町20-21

丹羽屋呉服店 袋井市 袋井市高尾町６－１８

原田興管設備 袋井市 袋井市高尾町６番地の１７

炭串焼 てらだや 袋井市 袋井市高尾町９－５

AINOMIYA 袋井市 袋井市国本２４６３－６

静岡ﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ 袋井市 袋井市国本２４６５−４

山美商店 袋井市 袋井市国本２５５０－２

猪股自動車整備株式会社 袋井市 袋井市国本2795

インテリア川島 袋井市 袋井市国本２９４６−１

AUTO TRIBE 袋井市 袋井市国本450-4

北見 袋井市 袋井市三門町5-6

青田剛仁事務所 袋井市 袋井市山科２８８６番地の２

丸の内自動車 袋井市 袋井市春岡1188-3

やすだや 袋井市 袋井市諸井1036-1

マリーナ美容室 袋井市 袋井市諸井１２３５−５

LIAN 袋井市 袋井市諸井1284-22階

株式会社　デントリペア・オゴマ 袋井市 袋井市松原2558-4

平川家 袋井市 袋井市上山梨３－１－４

ドラッグ＆コスメTASHIRO 袋井市 袋井市上山梨４丁目１－２ショッピングセンターパティオ

ひめ 袋井市 袋井市上山梨511-46シャイン101

喫茶anne（アン） 袋井市 袋井市新屋2-1-2交通タクシービル1F

麵屋めん虎 袋井市 袋井市新屋２－３－３０

有限会社三共通信設備 袋井市 袋井市深見2215-1

電化のアスカ 袋井市 袋井市清水町１４－２

リサイクルセンターサンコー 袋井市 袋井市川井1102

大杉建具店 袋井市 袋井市川井６７７－１

エレガンス時正堂 袋井市 袋井市泉町１丁目７－６

シモズガレージ 袋井市 袋井市浅羽一色２０６

SHOES・BAG マルオー 袋井市 袋井市浅岡３５０

めがね工房FUJITA 袋井市 袋井市浅岡３５０

Dog Salon わんルーム ももこ 袋井市 袋井市浅岡６５９−３

株式会社　誠親自動車 袋井市 袋井市村松２１３２

ポーターズペイント静岡　株式会社シバタ美装 袋井市 袋井市村松２５４２

カーメイク愛松 袋井市 袋井市村松２５７２

大石鍼灸整骨院 袋井市 袋井市太田７０−３

おしゃれの店村松屋 袋井市 袋井市袋井３５−１

海野商会 袋井市 袋井市袋井３７４

ナオプラスヘアー 袋井市 袋井市大門17-26

Ｖｉｖａ　ｈｅａｒｔ 袋井市 袋井市田町1丁目10-7　コープ袋井田町店内

株式会社J.avanti 袋井市 袋井市田町１丁目１－２４

ボディメンテナンス匠 袋井市 袋井市田町2-3-6

李桃閣 袋井市 袋井市田町2-9-10

BUN CHA HA NOI 袋井市 袋井市方丈１丁目４－６

㈱うなぎの小太郎 袋井市 袋井市方丈２丁目４－４１

CHILLOUT 袋井市 袋井市方丈４－１－１

庵 袋井市 袋井市方丈５－１－８北棟中

ふくろいマタニティクリニック 袋井市 袋井市方丈６丁目１０－２７

村岡部品 袋井市 袋井市睦町６－６

patisserie季季 袋井市 袋井市堀越１－１５－４

ほりこし歯科 袋井市 袋井市堀越１－３－１６

車屋POGGY 袋井市 袋井市堀越１３４５−２３

焼肉大貴 袋井市 袋井市堀越１６９０−１

五味八珍　袋井店 袋井市 袋井市堀越2-19-8

萩原正臣税理士事務所 袋井市 袋井市堀越２丁目１２－１２ビジネスパーク堀越Ⅱ　３号室

CYBER GARAGE 袋井店 袋井市 袋井市堀越2丁目18-3

旬菜チャイナ　華萬 袋井市 袋井市堀越3-5-7

美容室かんらんしゃ 袋井市 袋井市木原７

有限会社三川自動車商会 袋井市 袋井市友永２０－１

みやた歯科こども歯科クリニック 袋井市 袋井市鷲巣１３５－１８

誠寿司 湖西市 湖西市駅南1丁目5-1

月花 湖西市 湖西市駅南１丁目６－９

RACIL湖西店 湖西市 湖西市駅南３丁目６−６ニューメゾンドアザレ１０２号室

稲庭うどん葉月 湖西市 湖西市岡崎２２５２－１

CDS CAR SHOP 湖西市 湖西市吉美１６５２−４

kuku nail 湖西市 湖西市吉美2902-1

サチ不動産 湖西市 湖西市古見1037-2

桑野事務所 湖西市 湖西市古見１０３７－２

ぴのきおうなぎ販売所 湖西市 湖西市古見1139-1

サンレイク２１ 湖西市 湖西市古見９９７－１５

フォトグラフ シーサイド 湖西市 湖西市新居町新居１１１−１

居酒屋 花 湖西市 湖西市新居町新居112-1

いろは美容室 湖西市 湖西市新居町新居２６９８

チャコールダイニング くら 湖西市 湖西市新居町新居３３５４−６

電化のたけや 湖西市 湖西市新居町新居3358

日競社 湖西市 湖西市新居町新居３３８０−１４４

＜ 湖西市 ＞



「三遠を元気に！！地域還元」キャンペーン対象加盟店一覧

店舗名 市区町村 住所

郷美の浜 湖西市 湖西市新居町新居３３９４−４

杉浦タイヤ商会 湖西市 湖西市新居町新居３４４４−２４

みずたに　新居店 湖西市 湖西市新居町新居745-1ファミリープラザあらい

カットハウスK&K 湖西市 湖西市新居町新居８０８

餃子の市之瀬 湖西市 湖西市新居町中ノ郷３６３６－１０

オギノピアノ工房 湖西市 湖西市新居町中之郷１０２０−４

ヴィーコロ 湖西市 湖西市新居町中之郷１６０３−１３

かに伝 湖西市 湖西市新居町内山１９２５−９

やなぎ鍼灸治療院 湖西市 湖西市新所２８０７

有限会社　コサイ自動車 湖西市 湖西市新所3691

うな善 湖西市 湖西市新所4419-6

鮮菜酒房 英 湖西市 湖西市新所原2-10-1

ひろ美容院 湖西市 湖西市新所原２丁目１ー５

丸栄酒店 湖西市 湖西市新所原東７－３６

浜名湾 湖西市 湖西市太田１０２

Bakery VAULT 湖西市 湖西市太田５２３−１

和洋菓子ロワール 湖西市 湖西市南台４丁目８－４

カークラフトROCO 湖西市 湖西市梅田37-17

やまもと衣料 湖西市 湖西市梅田８０５−１４

鈴木製畳 湖西市 湖西市白須賀1417-1

浜名湖屋 湖西市 湖西市白須賀１８９６−２道の駅潮見坂

髙柳自動車工業所 湖西市 湖西市白須賀3985-108

トリミングサロンREO 湖西市 湖西市白須賀５４６２−８

有限会社加藤縫製 湖西市 湖西市白須賀６１８１－２

チャーリーズ 湖西市 湖西市白須賀6217

GARAGE  STARTIN' 湖西市 湖西市白須賀６２１７

カフェベイス 湖西市 湖西市白須賀６９９－３

ワシヅ不動産 湖西市 湖西市鷲津２９４－９

ルーテイブラジル 湖西市 湖西市鷲津１２０７−１２

きむら工務店 湖西市 湖西市鷲津1901-4

継体院 湖西市 湖西市鷲津３３６－１６

牧野カーズ 湖西市 湖西市鷲津４５４－１

Awapuhi Studio 湖西市 湖西市鷲津４７１－３

バードランド鷲津駅前店 湖西市 湖西市鷲津５０２３

アールジーネ美容室 湖西市 湖西市鷲津５０５２

やまちゃん 湖西市 湖西市鷲津５１０５

ミキストア 湖西市 湖西市鷲津５１４５

ミテリ 湖西市 湖西市鷲津５２７２ＫＡＮＥＫＩビル２Ｆ

尾張屋呉服店 湖西市 湖西市鷲津５３３５

フレッシュベーカリーこげつ 湖西市 湖西市鷲津5336

レッツ友ムツミ 湖西市 湖西市鷲津747

笙磨溶接 湖西市 湖西市鷲津９４６－１０２

都田畳店 掛川市 掛川市塩町5-16

Hairmakebijou 掛川市 掛川市家代の里２－２１－３

司法書士桑原事務所 掛川市 掛川市亀の甲１－１４－７

la・la hair 掛川市 掛川市亀の甲2-23-23

げんべえ 掛川市 掛川市紺屋町6-11鈴木借家南

アミメゾン 掛川市 掛川市肴町1-121F

カフェレスト花菱 掛川市 掛川市上西郷3243

nouvel 掛川市 掛川市上西郷６０８

さぬきうどん和ゃ 掛川市 掛川市仁藤41-2

プロショップATC 掛川市 掛川市成滝395-1

中根製茶 掛川市 掛川市成滝425-1

すぎもと理容 掛川市 掛川市西大渕６０６５－４

株式会社BENTONFACTORY 掛川市 掛川市千羽403-2

シアスタイル掛川店 掛川市 掛川市大池２７６３－１

五味八珍　掛川店 掛川市 掛川市大池2953-1

K.L.S 掛川市 掛川市大渕１０４３０－１３

株式会社鈴建 掛川市 掛川市大渕5655-1

小城商事 掛川市 掛川市大渕７６１６－２

株式会社装建 掛川市 掛川市大渕9906-3

いいだしてっちゃん 掛川市 掛川市中央１－３－２

おでん屋あお 掛川市 掛川市中央１丁目3-8

東庵 掛川市 掛川市中央2-15-7

美容室　suimin 掛川市 掛川市中央2-4-27中央ビル3Ｆ

中央スポーツ店 掛川市 掛川市中央２丁目１９－３

EbriA 掛川市 掛川市中央2丁目4-27中央ビル3F

alegre 掛川市 掛川市中央2丁目4-27中央ビル3F

すし兵衛 掛川市 掛川市中央高町９５

珈琲茶屋る・くるーん 掛川市 掛川市中宿120

十勝や 掛川市 掛川市中宿６３

にんちゃんち 掛川市 掛川市長谷197-2

permanent vacation 掛川市 掛川市長谷1丁目12-5

Elephant 掛川市 掛川市長谷1丁目13-1

WhiteRose 掛川市 掛川市長谷251

福田寿し 掛川市 掛川市二瀬川1-10

＜ 掛川市 ＞



「三遠を元気に！！地域還元」キャンペーン対象加盟店一覧

店舗名 市区町村 住所

NOTOMO CAFE DOG SALON 掛川市 掛川市富部650-32

Café Noie 掛川市 掛川市緑ヶ丘2丁目15－3

サイクルショップ Pastorale 周智郡森町 周智郡森町牛飼２５３－２

にしおか自動車 周智郡森町 周智郡森町向天方76-3

お茶のまるしち　島商店 周智郡森町 周智郡森町向天方８７４−２

マルジョウ山口園 周智郡森町 周智郡森町三倉３０１１−１０

金與食堂 周智郡森町 周智郡森町森1705-金與食堂

神誠会館もりまち 周智郡森町 周智郡森町森１７１１−７

加藤土地家屋調査士・行政書士事務所 周智郡森町 周智郡森町森２１１２−４

高柳米穀店 周智郡森町 周智郡森町森２１４

けーやランド 周智郡森町 周智郡森町森231-1

マツエクサロンＫＯうち 周智郡森町 周智郡森町森618-3

久松 周智郡森町 周智郡森町草ケ谷－１１３−６

公立森町病院売店花まる 周智郡森町 周智郡森町草ヶ谷391-1

亀八 周智郡森町 周智郡森町天宮６５４－１

7福神　森町本店 周智郡森町 周智郡森町飯田１８６７−１

飯田オートサービス 周智郡森町 周智郡森町飯田2399-3

大石茶店 周智郡森町 周智郡森町睦実2016

森町体験の里アクティ森　特産物販売所「森のよんな市」 周智郡森町 周智郡森町問詰1115-1

森町体験の里アクティ森　体験センター 周智郡森町 周智郡森町問詰1115-1

森町体験の里アクティ森  レストラン「かわせみ」 周智郡森町 周智郡森町問詰1115-1

神明の里 周智郡森町 周智郡森町問詰1362-4

石川園 周智郡森町 周智郡森町問詰－６２６−５

うおしげ 菊川市 菊川市西方１１３０の１５

侘寂 菊川市 菊川市青葉台1丁目15－3

堀内肥料 菊川市 菊川市中内田２３５０－１

三河オートビレッジ 北設楽郡東栄町 北設楽郡東栄町大字中設楽字山田25-36

Soel Flowers 豊橋市 豊橋市東脇３丁目８－１１

フジエダオガワホテル 藤枝市 藤枝市青木1-21-12

GRANDEUR 静岡市駿河区 静岡市駿河区中原９１０

カンカン酒場 静岡市駿河区 静岡市駿河区南町2-2

カンカン酒場 静岡市駿河区 静岡市駿河区南町－２－２

RACIL光の森店 合志市 合志市幾久富1758-149エステート１A

RACIL春日井店 春日井市 春日井市高蔵寺町３丁目２−１１PRIMA高蔵寺３０６号室

RACIL多治見 多治見市 多治見市栄町２−２６小池ビル４A

＜ 菊川市 ＞

＜ 豊橋市他 ＞

＜ 北設楽郡東栄町 ＞

＜ 周智郡森町 ＞


