
TOYOPay 登録店舗リスト
※掲載があっても、一部、TOYOPay準備中の店舗もございます。ご利用の際には事前に店舗
まで利用可能かどうかの確認をお願いいたします。
※12/2時点の店舗一覧表です。随時更新して参りますのでよろしくお願いいたします。

一期家一笑 下地町
㈱JAあぐりパーク食彩村 東七根町
地元に笑顔を　スーパーよしかね 野依台
成城石井 SELECT 豊橋店 花田町
成城石井　豊橋カルミア店 花田町
ビオ・あつみエピスリー豊橋 三ノ輪町
ファミリーマート大脇店 大脇町
フィール　エクボとよはし店 柱五番町
フィール豊橋あけぼの店 曙町
フィール豊橋こもぐち店 菰口町
フードオアシスあつみ山田店 山田町

ウエルシア豊橋曙町店 曙町
ウエルシア豊橋花中町店 花中町
ウエルシア豊橋東森岡店 東森岡
ウエルシア豊橋平川本町店 平川本町
ウエルシア豊橋牟呂店 牟呂町
クスリのアオキ　大岩店　 大岩町
クスリのアオキ　東脇店 東脇
クスリのアオキ　山田三番町店 山田三番町
株式会社クリエイトエス・ディー豊橋小松町店 小松町
サンドラッグ汐田橋店 牟呂町
サンドラッグ豊橋曙店 曙町
サンドラッグ二川店 大岩町
スギ薬局　青竹店 青竹町
スギ薬局　東田店 老松町
スギ薬局　石巻店 石巻本町
スギ薬局　井原店 井原町
スギ薬局　飯村店 西口町
スギ薬局　飯村東店 飯村北
スギ薬局　菰口店 菰口町
スギ薬局　下地店 下地町
スギ薬局　神野店 神野新田町
スギ薬局　豊橋中浜店 中浜町
スギ薬局　豊橋牧野店 牧野町
スギ薬局　豊橋南店 大清水町
スギ薬局　西岩田店 西岩田
スギ薬局　東岩田店 東岩田
スギ薬局　二川店 大岩町
スギ薬局　牟呂店 東脇
スギヤマ調剤薬局　豊橋店 青竹町
ドラッグスギヤマ　高師店 上野町
ドラッグスギヤマ　多米店 多米西町
ドラッグスギヤマ　西岩田店 豊岡町
ドラッグスギヤマ　花田店 花田町
ドラッグスギヤマ　舟原店 舟原町
ドラッグスギヤマ　三ノ輪店 三ノ輪町
マツモトキヨシEQVo!(エクボ)とよはし店 柱五番町
マツモトキヨシ　バロー豊橋店 前田南町
matsukiyoLAB豊橋駅ビルカルミア店 花田町
有限会社ピョンピョン薬局 牟呂外神町

イエローハット豊橋向山店 つつじが丘
家電量販店　エディオン豊橋店 前田南町
コジマ×ビックカメラ　豊橋店 神野新田町
マツヤデンキ曙店 曙町
マツヤデンキ岩田店 中岩田
オートバックスとよはし 下地町
オートバックス トヨハシ南店 中橋良町
精文館書店　汐田橋店 牟呂町
精文館書店　豊橋本店 広小路
精文館書店　二川店 大岩町
精文館書店　北部店 牛川通
精文館書店　三ノ輪店 三ノ輪町
精文館書店　幸店 西幸町

アーチャーラ 神野新田町
あお星 東脇
フランス料理　アシェット 北島町
あつみ食堂 山田三番町
中国料理　新珠飯店 駅前大通
魚介と和牛　あら萬 大橋通
AMBER'S豊橋店　HAMBURGER＆HOTDOG 牛川町
東海道 下五井　憩屋 下五井町
カフェ&スタジオ 石巻の風 石巻町
海鮮磯寿司　磯寿司 南牛川
すし・海鮮の國　磯兵衛 磯辺下地町
なめし田楽　いちょう中野町本店 中野町
とんこつラーメン　一風堂豊橋店 堂坂町
いづみや 佐藤
チャイニーズダイニング　Oolong 向草間町
食鮮回転寿し　漁郷井原店 井原町
魚正 大橋通
うま夢ちゅう 草間町
体にやさしい　うららカフェこすたりか 南牛川
MC珈琲店 三ノ輪町
ケバブがある居酒屋　エルのところistanbul 小松町
三河赤鶏 水炊き ごちゃ焼き おいでん 駅前大通
お江戸本店 松葉町
レストラン　Aux Crieurs de Vin 豊橋市萱町
麺処　大智 上野町
ベーカリーレストラン　オールドコースこすたりか 牛川通
和菓子屋　お亀堂藤沢店 東小浜
お好み焼本舗 向山店 つつじが丘
みそと豆富、時々うどん　お寺。 浜道町
おにぎり屋こりん 花田町
飛騨牛焼肉　にくなべ屋　朧月豊橋駅前大通り店 駅前大通
イタリアンレストラン　オリーブガーデン 中原町
コッペとサンド　オリーブの風 東七根町
開化軒　三ノ輪店 三ノ輪町
KAISEKI一吉 呉服町
海鮮すし　沖津 佐藤
かつさと二川店 大岩町
とんかつ・海鮮丼　かつ兆花田店 花田町
こだわりとんかつ　かつ時豊橋店 向山大池町
cafe&galerie　ちろる庵 三ノ輪町
カフェＵＮＯ－ＵＮＯ 花田町
ちょっと立ち寄る　カフェこすたりか 今橋町
カフェレストラン　ルモンド 大井町
Café WASHAGANCHI + 豊橋店 前田町
からかさ亭 井原町
焼肉　カルビ一丁豊橋店 藤沢町
カルビ一丁花田店 花田町
カレーハウスCoCo壱番屋 豊橋岩田店 平川本町
カレーハウスCoCo壱番屋豊橋高師店 向草間町
カレーハウスCoCo壱番屋豊橋藤沢店 神ノ輪町
カレーハウスCoCo壱番屋豊橋前田店 前田南町
料理　天ぷら　かわい 東岩田
喫茶　立岩 中原町
丼ランチとレモネード　喫茶れもん 八町通
喫茶　路面電車 前畑町
焼肉 吉祥庵 小松町
イタリアンレストラン　キャナリイ・ロウ本店 平川本町
京寿し 牛川通
霧下そば　十勝庵 南牛川
銀しゃり食堂 柱九番町
中華料理　金来 大村町
GREEN CAFE（サーラプラザ豊橋１Ｆ） 白河町
握る　車寿司 西小鷹野
中華風手料理　桂林 中岩田
中華料理　慶華楼 多米中町
しゃぶとかに　源氏総本店 向山店 向山町
魚貝三昧　げん屋 松葉町
洋食屋　コウヨウ館豊橋清須店 清須町
洋食屋　コウヨウ館　浜道店 浜道町
洋食屋　コウヨウ館　二川店 雲谷町
極楽湯豊橋店お食事処 瓜郷町
イタリアンレストラン　こすたりかシティガーデン 今橋町
五味八珍　殿田橋店 飯村北
五味八珍　柱店 柱六番町
街中華　古来や 広小路
craftburger&dining　THEROOTS 新吉町
サロン・ド・マイルストーン 向山町
参九らーめん 南小向
三三九 呉服町
Chinese Dining　謝謝 駅前店 駅前大通
ハンバーガー・パスタ・ガトーショコラ　J'aime 東田町
焼肉　塩すだち 大橋通
四季鮮菜　よし味 大岩町
活けす料理　志の島　豊橋店 西小鷹野
しまうまcafé 前田南町
ジェラートサンタ曙本店 曙町
ジェラートサンタ道の駅とよはし店 東七根町
米粉クレープ&米粉フード　ジャパンクレープ 豊橋カルミア店 花田町
十割そば　みかわの郷 神ノ輪町
熟成醤油ラーメン きゃべとん 豊橋草間本店 草間町
次郎長寿し長瀬店 長瀬町
焼肉シャトーブリアン　芯 松葉町
元祖重ね天ざる　信洲庵　大岩店大岩店 大岩町
重ね天ざる、味噌煮込み　信洲庵中浜店 中浜町
寿し善 大岩町
ステーキ＆ディナー　シカゴ 平川本町
ステーキハウス　リヨンドリヨン 牛川通
手打ち蕎麦処 砂場 つつじが丘
炭火 すみのかほり 佐藤
炭火うなぎ・和風料理　伊勢梅 岩屋町
炭焼麒喜 岩屋町
スモモバル 駅前大通
西洋茶店 中岩田
安曇野そば　勢川磯辺店 駒形町
ゆずきりそば　勢川新吉店 新吉町２４
勢川 つつじが丘店 つつじが丘
うどん・そば処　勢川二川店 東高田町
勢川みゆき店 江島町
創作串揚げと野菜　はやかわ 松葉町
地産地消の和食ビュッフェ　創作和風ビュッフェ和の膳 磯辺下地町
信州戸隠そば　そば源 植田町
蕎麦匠まつや 松葉町
打ち立てそば　香の天ぷら　そばとろ屋 東小浜
麺処　大菊 吾妻町
大衆割烹和泉 柱七番町
うどん・そば　大正庵 南松山町
大東園 神ノ輪町
焼肉　大東園　高師店 芦原町
大東園豊橋曙店 曙町
三河焼肉　大東園豊橋小向店 小向町
三河焼肉　大東園　豊橋平川店 平川町
たかし寿司 上野町
日本料理　高千穂 新栄町
タリーズコーヒー豊橋駅前店 駅前大通
トラットリア　チェントロ 大岩町
中華料理　翠園 三ノ輪町
長生庵 神野新田町
赤豚屋豊橋曙店 曙町
豊橋駅新幹線待合室　壺屋 花田町
うどん・そば　壺屋 花田町
手打ち蕎麦しん 花田一番町
地産地消レストラン　手巻きとまぶし　いっしょうめし 東七根町
Meal cafe Delico-Delime 浜道町
蕎麦屋　東京庵小畷店 小畷町
東京庵本店 大手町
とげ とげ バウムクーヘン専門店　cafeみじょか 佐藤
魚々屋 石巻本町
騒がしい喫茶店　104Cafe 神野ふ頭町
蟹料理・日本料理　豊橋甲羅本店 花田町
豊橋焼肉　ときわ 松葉町
イタリアンレストラン　Trattoria Felice 前田町
鉄板焼&惣菜　とらのこ 駅前大通
和風かしわ料理　鳥栄 神明町
からあげ専門　鳥まる商店　豊橋曙店 曙町
居酒屋　どんべえ 広小路
ナザレうどん 仲ノ町
名前のない焼いも屋 清須町
生ホルモン炭焼き牛とろ 東脇
肉18豊橋駅前店 駅前大通
日本料理　宮本 東小鷹野
ミュージアムカフェ　ｎｅｏこすたりか 今橋町
欧風家庭料理　ノエルこすたりか 柱八番町
cafe&gateaux　knohd 駅前大通
ワイン食堂　nostalgia 花園町
パーラーHANAKO＆TEA STAND ROB 駅前大通
旬彩串揚　葉隠亭 広小路
白雲閣 下地町
生パスタ・炭火焼き肉料理・スイーツの店　pasta&meat STAUB 向山町
スパゲッティ＆ハンバーグ　パスタ・デ・ココ　豊橋下地店 下地町
スパゲッティ＆ハンバーグ　パスタ・デ・ココ　ラウンドワン豊橋店 大岩町
華乃井テラス 西小田原町
寿司　うなぎ　羽子吾 大橋通
ペットフレンドリー　Bar Cafe ZORION 南小池町
ハンバーグ専門店　オクトパス☆ガーデン 新吉町
BEGIN 杉山町
フランス料理　ビストロ　ヴァン・ルージュ 西幸町
ひつまぶし長楽　豊橋駅前店 駅前大通
ひつまぶし長楽　牟呂店 高洲町
広小路でんでん 広小路
Pinco Picon 中郷町
ふぁみりぃかっぽう魚龍 高洲町
福ちゃん　大岩店 大岩町
福ちゃん　二川本店 雲谷町
フランス料理　ビストロ・アンジュ 西岩田
パスタ&タパス　ブランテーブルこすたりか 花田町
BRIDGE BUILD COFFEE 新栄町
ベトナムレストラン　フォードラゴン 花中町
ネパール＆インドレストラン　POKHARA　豊橋岩田店 平川本町
POKHARA　豊橋駅前店 萱町
THE GARDEN（ホテルアークリッシュ豊橋） 駅前大通
レストランＫＥＩ（ホテルアークリッシュ豊橋） 駅前大通
ホテルアソシア豊橋　中国料理　梨杏 花田町
ホテルアソシア豊橋　和食レストラン　穂のはな 花田町
アニバーサリーレストラン　ボンファン 草間町
コーヒーと洋酒　MERGE 松葉町
一心一彩　松寿し 宮下町
マッターホーン　つつじヶ丘店 つつじヶ丘
マッターホーン本店 松葉町
纒ずし 西幸町
豊橋旨塩　まるはちラーメン 広小路
丸よ 札木町
まんが喫茶　コミックタウン 新本町
中国料理　萬珍軒 新本町
三河開化亭豊橋カルミア店 花田町
みかわの郷　カルミア店 花田町
寿司 和食　三河◯九鮨 南大清水町
milks toyohashi 駅前大通
メイドカフェ＆バー　めいどの秘密基地 駅前大通
麺処　そば良 中岩田
めん処　林屋 石巻本町
麺屋陣 大脇町
モスバーガー豊橋曙店 曙町
モスバーガー豊橋花田店 花田町
モスバーガー二川湖西店 中原町
インド・ネパールレストラン　モテイマハール 花中町
焼肉おぜん屋 神野新田町
焼肉きんぐ 曙店 曙町
焼肉きんぐ 花田店 花田町
焼肉　剛ノ家 三本木町
焼肉昌徳苑　豊橋店 新栄町
焼肉日建 大岩町
焼肉はなだ つつじが丘
有限会社 花屋うどん 西幸町
七輪炭火焼　ホルモン食堂　夕やけ横丁三丁目豊橋駅前店 松葉町
洋食厨房キッチンDemi 飯村北
牛 嵐山 つつじが丘
リゾートレストラン　シカン 前田南町
焼肉 りんごや 小松町
カフェ　レインボー 東小浜町
ホテルアソシア豊橋　レストラン　ロジェール 花田町
ローカーボカフェ向日葵 西幸町
６１Ｃａｆｅ＆Ｂｅｒ　あおいだもん 花田町
六壱珈琲　大山店 大山町
ホテルアソシア豊橋　ロビーラウンジ　シーナリー 花田町
ロワジールホテル豊橋　中国料理「豊華楼」 藤沢町
ロワジールホテル豊橋　日本料理　藤さわ 藤沢町
ロワジールホテル豊橋　レストラン「フォーシーズンズ」 藤沢町
ファミリーレストラン　和食さと 豊橋大橋通店 大橋通
和食さと　豊橋西高師店 西高師町
和食麺処つるあん 佐藤
地産地消の創作和食　和の膳おざき 飯村北

赤から豊橋柱店 柱三番町
あねごや 天伯町
いこい食堂たちばな 牛川通
イタリア食堂がぶ飲みワイン　ドバール 広小路
iriekitchen COCORO 新栄町
町屋ダイニング　海月 大橋通
えびす家豊橋店 小松町
広小路ホルモン酒場　炎や　豊橋店 広小路
お好み焼き 鉄板焼き 紀文 広小路
古民家と鶏料理　おとぎ家 花田二番町
お肉とお野菜あら川 広小路
フレンチ焼肉　ORANGE GARDEN 大橋通
音楽とお酒　ASA-CHANG 駅前大通
garden dining Kado 駅前大通
素人料理　gacha gacha 駅前大通
Cafeちゃちゃ 多米中町
カフェデンマルクJR豊橋駅店 花田町
Cafebar&DARTS RESTART 北山町
株式会社　なつめ　ちょい吞みや 東郷町
元祖　博多屋 弥生町
dj bar CATWALK 菰口町
九州うまかもんダイニング暖々 広小路
京町ダイニング　べったく 松葉町
黒松家餃子 松葉町
燻製酒場水上亭 駅前大通
神戸育ちの串焼屋むさし 駅前大通
フォアグラと燻製　Cossori 松葉町
ゴンチャJR豊橋駅店 花田町
酒蔵　穂の国 広小路
軍鶏と鴨と名古屋コーチン　三代目 あら兵衛 駅前大通
スペイン食堂がぶ飲みワイン バルダモンデ 広小路
豚ネギしゃぶと創作和食居酒屋　創作美味わっぽい 広小路
大衆酒場ほなか 駅前大通
タコス酒場　メキシポン 花田一番町
クラフトビール醸造場　TOYS BREWERY 駅前大通
20's BAR IROHA 松葉町
鳥善 神明町
Live&Diningbar　BUZZLE BUNCH 広小路
牛タンしゃぶと飛騨牛グリル　花朧豊橋駅前店 松葉町
鮨酒肴場 はんなり 駅前大通
エスプレッソ&ピザ　ビーナスバール 牟呂市場町
ふるさとの味　飛騨路 札木町
PRONTO豊橋駅店 花田町
べっぴんや 駅前大通
Cafe＆kitchen　Horang-i 東岩田
本気炭火焼鶏きざし 上伝馬町
まえしろ 広小路
漁港直送　マルカイ 松葉町
Mu (ミュウ) 松葉町
やき鳥いっこく 二川町
楽酒楽食TARO 大橋通
revel 豊橋松葉れべる 松葉町
うまいもんや　路地裏かきち 大橋通
ROTI KITCHEN 駅前大通
炉ばた焼　日吉丸 西小池町

ANGELICA 中岩田
芋ひさ 東幸町
手作りパン　イルクオーレベーカリー 牛川通
エルのところ　ドネルケバブ 小松町
かつさとデリ 花田町
CafePinos 松葉町
お弁当と稲荷の店 壺屋 花田町
壺屋（弁当）在来線改札内売店 花田町
洋菓子　パティスリーフラン 南瓦町
香熟食パン　穂のか 曙町
Liberty Kitchen 中世古町

世界の銘酒　地酒＆ウイスキー　伊勢屋酒店 八通町
御菓子所 絹与 呉服町
おかしのチップス　磯辺店 中野町
おかしのチップス　岩田店 東岩田
和菓子　お亀堂岩田店 西岩田
和菓子屋　お亀堂カルミア店 花田町
和菓子屋　お亀堂直売店 南小池町
菓匠華月 大岩町
ガリバー多米店 多米西町
ガリバー向山店 瓦町通
パンとサンドウィッチ ガレット 平川本町
酒ゃビック　豊橋店 東幸町
酒ゃビック　豊橋西小鷹野店 西小鷹野
酒ゃビック　豊橋柱店 堂坂町
酒とお茶の三河屋 広小路
酒のやまや　多米店 多米西町
デリスの午後　洋菓子 植田町
特産品処 まるっとみかわ 東七根町
豊市（ココラアベニュー２Ｆ） 駅前大通
トリト横須賀店 横須賀町
豊橋うなぎ　（株）夏目商店 青竹町
夏目家餃子工場直売所 西幸町
ニクロハ 絹田町
食卓に笑顔と感動を届けする　八十八米穀店 大岩町
東三河ヤクルト販売株式会社 花中町
つくだ煮専門店　美食倶楽部　本店 梅薮町
福井酒店 三本木町
藤城酒店 南島町
ベーカリーショパン　豊橋西店 川崎町
ベーカリーショパン　三ノ輪本店 三ノ輪町
ボンとらや　東田店 栄町
ボンとらや　きたやま店 小松町
ボンとらや　二川本店 雲谷町
ボンとらや　本店 羽田町
手作りハム・ソーセージ専門店　もりウインナー 向山町
ヤマサちくわ　曙店 曙町
ヤマサちくわ　東田店 東光町
ヤマサちくわ　イオン豊橋南店 野依町
ヤマサちくわ　カルミア店 花田町
ヤマサちくわ　三味カルミア店 花田町
ヤマサちくわ　下地店 下地町
ヤマサちくわ　西駅店 白河町
ヤマサちくわ　藤沢店 柱六番町
ヤマサちくわ　二川店 雲谷町
ヤマサちくわ　本店 魚町
ヤマサちくわ　道の駅とよはし店 東七根町
やまや　柱店 柱八番町
夢菓房童庵　牛川店 牛川通
夢菓房童庵　カルミア店 花田町
夢菓房童庵　本店 西松山町
若松園カルミア店 花田町
若松園本店 札木町

earth music&ecology　豊橋カルミア店 花田町
愛知ミシン 西小池町
アウトレットスーパーエーワン 岩屋町
アウトレットプラス 萱町
制服・体操服　株式会社　葦元 曲尺手町
ストール＆ナチュラルウェア　ALINA KUKKA 前田町
イタリアンクレイジー 萱町
わんこの美容室　犬小町 二川町
cosmetics　INDEX豊橋 カルミア店 花田町
アウトレット＆リサイクル　エーワン豊橋本店 岩屋町
エコチャリ豊橋駅前大通店 駅前大通
M-style(豊橋の花屋さんエムスタイル) 佐藤
大石電器 大岩町
株式会社オーバヤシ 大清水町
まちの電気屋さん　オールデイズ 東幸町
ALL-HAND-CRUSIN　クラフトビーツ 大岩町
おざき化粧品店 大岩町
オプティカルテーラークレイドル豊橋店 松葉町
（株）オリエント楽器　豊橋店 大国町
制服は未来を創る　学生専科ノズエ 下地町
株式会社徳田家具 大国町
株式会社豊橋ギフト 佐藤
きもの処　(株)西川本店 西松山町
株式会社　紅屋 広小路
北島農園 花田町
green thumb 草の根 柱五番町
コレットムカイ豊橋店 花田町
サイクルショップ伊東 牟呂外神町
サイクルファクトリー　エイト 下地町
シューズランドカトウ 栄町
正直ヤ 小池町
生活雑貨店　ジョージズ豊橋店 駅前大通
シライミュージック 南栄町
雑貨＆ウェアー　ＺＯＯ豊橋（木綿の栖） 橋良町
杉浦ハンコ屋 三ノ輪町
学生服専門店　スクールショップマコー 広小路三丁目64
セカンドストリート牛川店 南牛川
セカンドストリート東脇店 東脇
セカンドストリート二川店 大岩町
1000円ショップSun 松葉町
カメラの店　泉崖堂(株) 広小路
生活雑貨　育てる道具ILMA+ 東小池町
時計・宝飾品・メガネの太陽堂 松葉町
料理道具専門店　TAKATSU 広小路
中央コンタクト　イオン豊橋南店 野依町
千代田家具二川店 大岩町
コンセプトショップ　temiyo 東七根町
時計・メガネ・宝石　金原 中浜町
子ども服　ノザワヤ（キッズモンスター本店） 花園町
のんのぐらす 高洲町
パッケージプラザシライ本店 横須賀町
街のでんきやさん　パナステージサントウ 伝馬町
パナステージわたなべ 東岩田
ハネイスポーツ 八通町
オーダースーツ専門店　バルコンスズトヨ 大村町
株式会社ヒツジ屋 広小路
ヒロ・クリエイション 小松町
HIROCON豊橋店 広小路
ファッションライフおおの 東田町
暮らしの衣料　Familyshop あんどう洋品店 東田町
プラザＡ岩田店 中岩田
プラス 萱町
豊川堂　アピタ向山店 向山町
豊川堂　カルミア店 花田町
豊川堂　本店 呉服町
普段使いの器と雑貨のお店　MY on PACE 山田二番町
丸善モータース 石巻本町
三浦屋小松店 小松町
無印良品　豊橋カルミア 花田町
レディースファッション　メイリールー　カルミア店 花田町
メガネ赤札堂　豊橋ジャンボ店 下地町
メガワールド曙店 曙町
メガワールド汐田橋店 牟呂町
メガワールド本店 平川町
モカとチャイ 三ノ輪町
モンタニア 萱町
宝石・時計・メガネ　ヤマモト 松葉町
野球専門店　有限会社ヤマモトスポーツ 大岩町
遊ingユタカ　西口店 飯村町
自転車・オートバイ専門店　YOU SHOP 今泉 大清水町
DIESEL 正規取扱店　ユーロ 萱町
ヨコタサイクル 大岩町
Ricotto 大岩町
wonclo 駅前大通

アパホテル〈豊橋駅前〉 広小路
ホテルアークリッシュ豊橋 駅前大通
ホテルアソシア豊橋 花田町
ロワジールホテル豊橋 藤沢町

東海交通株式会社 大橋通
豊鉄タクシー株式会社　豊橋営業所 下地町
ヨシダ交通株式会社 西松山町

ショッピング（飲食料品）

ショッピング（その他）

宿泊

タクシー・代行

キッチンカー・デリバリー・テイクアウト専門店

スーパーマーケット・ショッピングセンター・コンビニエンスストア

ドラッグストア・薬局

大型小売店

飲食店【飲食店専用ポイント対象】

飲食店（居酒屋・ダイニングバーなど）【飲食店専用ポイント対象】

アンベリール 小畷町
オシャマヘア　イースト飯村店 飯村北
オシャマヘア　ウェスト東脇店 東脇
オシャマヘア　サンク二川店 大岩町
レディースカイロプラクティック　calm 中野町
カットヘアーエル 西口町
かわもと接骨院 豊岡町
岩盤浴　セレニテ 新栄町
整体　リラクゼーションクリニカルカイロケアー健寿 神野新田町
酵素の里整骨院 大岩町
サロンドミュゼ 曙町
Salon Lovely 中野町
シード 西高師町
chiffon≪シフォン≫ 花田町
la chaluer 神野新田町
整体サロンはりこ 牟呂町
クイック＆リラクゼーション　西洋館スキップ　豊橋店 花田町
東京美容整体ｸﾞﾙｰﾌﾟ　岡山脊椎矯正院　豊橋駅ビル院 花田町
trueal hair design 南小池町
カイロプラクティック　トータルケアカイロ 東田町
トータルリラクゼーション　ラウム 東幸町
トキはりきゅう整骨院 西新町
ドッグサロン Iruto 佐藤
NAIL BLANC　/ pepit blanc 東田町
パーチ 神野新田町
Punkish-Nail 佐藤
ビューティープレイス　イルト 佐藤
Beauty salon Haruvi 杉山町
美容室Rooms 弥生町
ヘアーサロン　ミズタニ 花田一番町
Hair Design LOVOND 大岩町
hair cherish 駅前大通
ぽかもみ 忠興
ほしの鍼灸院 広小路通
床屋　ホンダベース 東脇
メンズサロン嗜み 東田町
理容店メンズヘアーテック　KAWAI 八通町
MoEn 緑ヶ丘
YakultBeautiens豊橋東ヤクルト直営サロン 西小鷹野
YakultBeautiens穂の國湊ヤクルト直営サロン 前芝町
ラ・クープ HAYAKAWA 向山台町
岩盤浴セレニテ内　ラベルタ 新栄町
理容それいゆ 中岩田
リラクゼーションhomeソアン 中浜町
LuXera hair&este 草間町
LUMIAScocoコーヌコピア店 山田一番町

ミシン販売・修理　　株式会社大羽ミシン 前田町
オケマツ 湊町
オシャマヘア　コーヌコピア本店 山田一番町
株式会社トヨタレンタリース名古屋　新豊橋駅前店 西小田原町
株式会社トヨタレンタリース名古屋　豊橋高師店 松井町
株式会社トヨタレンタリース名古屋　豊橋前田店 前田町
結婚相談所Ｃｈｅｅｒｓ豊橋本店 駅前大通
株式会社斎藤塗工店 神野新田町
有限会社サトウデンキ 中野町
有限会社シルバーアテンダ 江島町
美容室　プレゼンス　ＳＴＵＤＩＯ　Ｐｒｅｓｅｎｃｅ 小松町
レンタル衣裳　ダイワ衣裳店 東新町
しみぬき専門店　東京クリーニング店 曲尺手町
スマホガラスコーティング　豊橋モバイル 牟呂大西町
パリッシュホームサービス 牟呂町
美容室サロンドブーケ 南牛川
ホワイト急便　飯村店 飯村北
ホワイト急便　大清水本店 南大清水町
ホワイト急便　佐藤店 つつじヶ丘
ホワイト急便　ドミー神野店 神野新田町
ホワイト急便　ドミー渡津店 高洲町
ホワイト急便　中野店 草間町
ホワイト急便　ニューライフフジ岩田店 東岩田
ホワイト急便　ニューライフフジ西口店 佐藤町
ホワイト急便　東小鷹野店 東小鷹野
ホワイト急便　ララ本店 菰口町
信頼と実績の店　まごころ畳 北島町
松井畳店　豊橋の畳屋さん 西高師町
（有）永田建築 藤並町
クリーニング　有限会社なんえいドライコーナー 南栄町

サーフ.スノー.スケートショップ　CAPCELL 南松山町
野菜　花種の専門店　有限会社　川西種苗店 駅前大通
極楽湯豊橋店 瓜郷町
CYCLE CITY 輪 牧野町
ポケモンカード専門店　トレカ地方 駅前大通
バードカフェ 小哲の部屋 三ノ輪町
水上ビル　レンタルスペース　Farmers 駅前大通
ミスターシードマン 大岩町

ADAM韓国語教室 前芝町
キウィランド英会話教室 西岩田
郷司書院 こども書道教室 平川本町
子供からシニアのためのパソコン教室　マナカル　豊橋弥生校 弥生町

株式会社かく勇 大橋通
サイクルプラザタカノ 宮下町
鈴木米店 花田町
鈴木米穀店 八町通
ニンジャ不動産株式会社　アパマンショップ豊橋柱店 柱六番町
福井酒造　株式会社 中浜町
プリントボーイI.D.豊橋店 広小路
厨房機器専門 買取・販売　リサイクルヒット 飯村町

趣味・娯楽

カルチャー＆スクール

その他

ヘルス＆ビューティー

ライフ（くらし）＆サービス


