
浜松市ポイントバックキャンペーン対象店舗一覧 （2022年3月3日時点）

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※楽天Edyの対象店舗でございます。他決済の対象店舗は各決済事業者にご問い合わせください。

店舗名 店舗住所
ａ　ｃｏｔｔａｇｅ 浜松市西区大平台２丁目１９‐１８
ＡＢＣ－ＭＡＲＴ浜松プラザ　　　　　　　 浜松市東区上西町９８５－１
ＡＢＣ－ＭＡＲＴ浜松入野　　　　　　　　 浜松市西区入野町字村前１０１６５－１
ＡＢＣ－ＭＡＲＴ浜松萩丘　　　　　　　　 浜松市中区萩丘２－２６－６
ＡＢＣ－ＭＡＲＴプレ葉ウォーク浜北 静岡県浜松市浜北区貴布祢１２００
ＡＤ浜松 浜松市中区旭町１１－１プレスタワー２Ｆ
Ａｎｙ 浜松市中区千歳町９１－１
ＡＳＥＳＯＲＩＡ　ＭＥＤＩＣＡ 浜松市南区寺脇町８３０　　
bb.qｵﾘｰﾌﾞﾁｷﾝｶﾌｪ浜松ﾌﾟﾗｻﾞ店 浜松市東区上西町1020-33
ＢＥＬＬＥ ＥＱＵＩＰＥ 浜松市北区三方原町５７５－３２　
ＢＯＯＫＯＦＦ 浜松原島店 浜松市東区原島町３０５
ＢＯＯＫＯＦＦ 浜松高林店 浜松市中区高林５丁目６－１５
ＢＯＯＫＯＦＦ 浜松富塚店 浜松市中区富塚町１７１０－１
ＢＯＯＫＯＦＦ 浜松芳川店 浜松市南区都盛町８５－１
ＢＯＯＫＯＦＦ 浜松北寺島店 浜松市中区北寺島４９４－２
ＢＯＯＫＯＦＦ 浜北店 浜松市浜北区本沢合８０５
ＢＯＯＫＳ　えみたす　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
BOOKｱﾏﾉ 高丘店 浜松市中区高岡北2ｰ12ｰ10
BOOKｱﾏﾉ 三方原店 浜松市北区三方原1950-1
BOOKｱﾏﾉ 入野店 浜松市西区入野町6491-3
BOOKｱﾏﾉ 布橋店 浜松市中区布橋1-15-3
BOOKｱﾏﾉ 有玉店 浜松市東区有玉北1833-1
ＣｌｉｍｂｉｎｇＪＡＭ２　浜松店　　　　 浜松市東区上西町１０２０－１浜松プラザフレスポ２Ｆ
ＣＬＯＶＥＲ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ＣｏＣｏ壱番屋　浜松笠井店 浜松市東区笠井町１１９７－２２
ＣｏＣｏ壱番屋　浜松三島店 浜松市南区三島町１４５－１
ＣｏＣｏ壱番屋　浜松西インター店 浜松市中区高丘西４丁目４－２１
ＣｏＣｏ壱番屋　浜松西伊場店 浜松市西区入野町１２－１
ＣｏＣｏ壱番屋　浜松柳通り店 浜松市中区船越町39-1
ＣｏＣｏ壱番屋　浜松天王町店 浜松市東区天王町１１７５－１
ＣｏＣｏ壱番屋　浜松有玉店 浜松市東区有玉北町７１０－１
ＣｏＣｏ壱番屋　浜松立野店 浜松市南区立野町８９－１
Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ 浜松店 浜松市中区高林４－９－３２
COSMO 浜松バイパス店 浜松市南区下飯田町字橋羽方３７６
ＤＯＧ　ＧＡＲＤＥＮ　Ｃｈｅｒｒｙ　ｂｌossom 浜松市中区高丘北３－５－１２
ＤＯＵＸ　ＳＡＣ’Ｓ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ｅｃｏランドリー浜松市野店 浜松市東区小池町字一里山２４２５－１
ＥＮ ＨＯＴＥＬ Ｈａｍａｍａｔｓｕ 浜松市中区砂山町324-15
ENEOS Dr.Drive セルフ 浜松南陽 SS 浜松市南区頭陀寺町９６‐１
ENEOS Dr.Drive セルフ東名三ケ日SS 浜松市北区三ヶ日町都筑１１４８‐２
ENEOS Dr.Driveオレンジプラザ SS 浜松市南区飯田町５２１‐１
ENEOS Dr.Driveセルフ浜松西インター SS 浜松市西区伊左地町８５２３
ENEOS Dr.Driveセルフ雄踏 SS 浜松市西区雄踏町宇布見４２８３‐１
ENEOS　Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ中川SS 浜松市北区細江町中川５６５５　　
ENEOS EneJet 上島SS 浜松市中区上島６丁目１番３９号
ENEOS EneJet 森田SS 浜松市中区西浅田１－２－１０
ENEOS EneJet 飯田SS 浜松市南区下飯田町字八幡５５５
ENEOS EneJet 浜松三幸北SS 浜松市北区三幸町４４１－１
ENEOS EneJet 浜松赤松坂SS 浜松市北区東三方町２８１－３
ENEOS EneJet 柳通り新津SS 浜松市中区新津町６３７－１
ENEOS Ｓ‐ｎｅｔ静岡（株）　ＤＤセルフ浜松市野 浜松市東区市野町２７４４‐２
ENEOS ジェイクエスト浜松都田店 浜松市北区新都田３丁目１‐３
ENEOS ジェイクエスト浜松雄踏店 浜松市西区雄踏町宇布見４２１３
ENEOS セルフ小豆餅 SS 浜松市中区小豆餅２‐１‐５
ENEOS セルフ大島ＳＳ 浜松市東区大島町９５４
ENEOS セルフ天竜川 SS 浜松市東区薬師町５９
ENEOS セルフ有玉 SS 浜松市東区有玉北町６９９‐３
ENEOS 浜松SA下りSS 浜松市北区都田町7822-7
ENEOS 浜松SA上りSS 浜松市浜北区大平３６
ENEOS 浜松インターTS 浜松市東区貴平町４９７
ENEOS 浜松西インターTS 浜松市西区湖東町東名南５７４４‐２
ENEOS 浜松中田島上り TS 浜松市南区米津町２４７０
ｅｔ　Ｓ’ａｐｐｕｙｅｒ 浜松市中区中島４‐１６３
ＦＩＸ　ＳＵＲＦ　ＳＨＯＰ 浜松市南区中田島町１６６９‐１
Ｇｒｅｅｎ　Ｃｏｇ 浜松市南区卸本町２８ＧＳビル１Ｆ
ｇｕｔ　ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ 浜松市西区大平台３‐１２‐５
Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＳＯＲＡ 浜松市南区参野町７７‐１　　



ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫ　ＢＵＺＺ 浜松市東区豊町２１２８‐１　　
ＨＡＰｉＮＳ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ＩＣＩ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ＩＬＬＵＳＩＥ３００　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ｉＭＣ浜松店 浜松市中区浅田町７‐３
ｉｎｄｉｇｏ　ｄｒｏｐ 浜松市中区佐藤２‐２９‐２０
Ｉｓｎ’ｔ　ｉｔ？ 浜松市中区高丘北２‐５３‐５キャステルＭＴＫ１‐Ａ
ＪＯＹＪＯＹ浜松かじ町店 浜松市中区田町３３０－１９
ＪＯＹＪＯＹ浜松宮竹店 浜松市東区宮竹町３２２－１
ＪＳ／ＫＮＯＷＬＥＤＧＥ 浜松市中区田町２２９－１３カギヤビル１Ｆ　　
ＪＳ／あい薬局ひくま店 浜松市中区曳馬１丁目２１－１１－３
ＪＳ／あい薬局丸塚店 浜松市東区丸塚町２６８－１
ＪＳ／あい薬局内野店 浜松市浜北区内野２６３９－１
ＪＳ／ファイン　ベイシア雄踏店 浜松市西区雄踏１丁目３２－２　　
ＪＳ／株式会社レコールブラン 浜松市浜北区新原６６２５栄松苑内　　
ＪＳ／旨味処　遠 浜松市南区東若林町６６－２　　
ＪＳ／西洋惣菜の店　ボナペコ 浜松市中区幸１丁目７－１８リブさいわい１階北側　　
ＪＳ／浜寿し 浜松市西区舘山寺町２２８２
Jﾈｯﾄﾚﾝﾀｶｰ 浜松駅前店 浜松市中区砂山町349-3
ｋａｌａｓｈ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ＫＡＬｍｉＡ　浜北店 浜松市浜北区貴布祢２７０７　　
ｋｅｎｉｃｈｉｃｙｃｌｅ 浜松市中区上島１‐９‐３０　　
ＫＩＡＲＡリゾート＆スパ浜名湖 浜松市北区三ヶ日町下尾奈３６６－１
K-STAGE　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ＫＵＳＨＩＴＡＮＩ ＣＡＦＥ 舘山寺 浜松市西区舘山寺町２２５１－３
ＫＵＳＨＩＴＡＮＩ ＰＲＯＳＨＯＰ 本店 浜松市南区白羽町６６２
Ｌａｒｇｏ 浜松市北区三方原町９４４‐５
ＬＡＶＡＮＯ　浜北於呂　店 浜松市浜北区於呂２７９４－６
ＬＡＶＡＮＯ新都田店 浜松市北区新都田５丁目４８－１３
LAVANO神田店 浜松市中区神田町１０４
ＬＥ　ＣＩＥＬ　ＢＬＥＵ 浜松市中区上島６丁目１‐４１
Ｌｏｎｇ　Ｒｏａｄ 浜松市南区高塚町２３４０‐１
ＬＵＣＩＤＯ　ＳＴＹＬＥ　ｍｏｕｓｓｅ８ 浜松市浜北区横須賀１５－１
ｍａ　ｆａｖｅｕｒ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ｍａｎｏ．ａ．ｍａｎｏ 浜松市浜北区貴布祢４３２‐２
ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ浜松 浜松市中区泉１丁目６－１
ＭＥＧＡドン・キホーテ浜松可美店 浜松市南区東若林町１１－１
ＭＥＧＡドン・キホーテ浜松三方原 浜松市東区半田山５丁目３６－１
Ｍｅｎ’ｓ　Ｈａｉｒどい 浜松市東区原島町４４７‐１　　
ＭＥＮ’Ｓ　ＴＢＣ　浜松店 浜松市中区板屋町１１１－２
ＭＩＸーＯ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ＭＫＤＳ東伊場店 浜松市中区東伊場２－１４－５５
ＭＫＤＳ立野店 浜松市南区立野町５４３
Ｍｒ．ぶんぐ浜松はつおい店 浜松市北区初生町１３００‐１
Ｍｒ．ぶんぐ浜松西伊場店 浜松市中区西伊場町５６‐７
Ｍｒ．ぶんぐ浜松天王店 浜松市東区天王町１５８８－１
Ｍｒ．ぶんぐ浜松浜北店 浜松市浜北区道本２５７‐１
Ｍｒ．ぶんぐ浜松本郷店 浜松市南区本郷町２４
ｍ‐ｓｐｏｒｔｓ浜松店 浜松市中区鍛冶町１００‐１ＺＡＺＡＣＩＴＹ中央館１Ｆ
ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ｌａｇｏｍ 浜松市北区初生町１１９４‐１フロイデミーツ初生町１０２　　
ＮＩＳＥＩ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ＯＡナガシマ　浜松高塚店 浜松市南区高塚町４８８８番地１１
ＯＡナガシマ　浜松西インター店 浜松市中区高丘西４丁目５－８
ＯＡナガシマ　浜松本店 浜松市東区中田町８１５
Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ３１０３ 浜松市浜北区小松８４８‐５メゾンタケウチ５‐１階
Ｐａｖｅ 浜松市西区入野町１４８４４－１
Ｒ　ＳＨＯＰ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
Ｒｅ：ｖｏｉｃｅ 浜松市中区富塚町５０２５
ＲＥＢＩＲＴＨ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ＲＥＧＡＬＯＳ　ＳＴＹＬＥ 浜松市中区佐鳴台２－１－２３
ＲＥＲＡＣ　佐鳴湖店 浜松市西区大平台２丁目３８‐３　　
ＲＩＺＡＰ浜松店　　　　　　　　　　　　 浜松市中区鍛冶町１４０－２出雲殿互助会駅前ビル４Ｆ
Ｓｈｅｅｐ 浜松市中区佐藤一丁目２６‐３３
ＳＩＣ　ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　Ｏ 浜松市東区宮竹町３２２－１
ＳＭ２　ｋｅｉｔｔｉｏ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ＳＭＡＲＴ　ＣＯＯＬ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ＳＰＯＰＩＡシラトリ 浜松市東区上西町９０６
ＳＷＡＮＫＹ　ＭＡＲＫＥＴ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ＳＷＥＥＴＬＡＵＮＤＲＹ於呂店 浜松市浜北区於呂１４７６－３
ＳＷＥＥＴＳＢＡＮＫ　春華堂１ 浜松市中区神田町５５３
TBC　浜松店 浜松市中区板屋町１１１－２浜松アクトタワー８Ｆ



ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＯＺ浜松店 浜松市東区宮竹町３２２－１
ＴＨＥ　ＣＯＵＲＴＹＡＲＤ　Ｋ 浜松市浜北区染地台６丁目７‐１１ｎｉｃｏｅ内
ＴＨＥ　ＮＯＲＴＨ　ＦＡＣＥ　浜松佐鳴台 浜松市中区佐鳴台３－５１－３７
ＴＨＥ　ＯＲＩＥＮＴＡＬ　ＴＥＲＲＡＣＥ 浜松市中区佐鳴台６－８－３０
ＴＨＫリズム　本社店　　　　　　　　　　 浜松市南区御給町２８３－３ＴＨＫリズム本社内
ＴＯＨＯシネマズ　浜松 浜松市中区鍛冶町１５
ＴＯＨＯシネマズ　浜北 浜松市浜北区平口サンストリート浜北内
TSUTAYA 曳馬店 浜松市中区曳馬5丁目18-30
TSUTAYA 佐鳴台店 浜松市西区入野町621-1
TSUTAYA 三方原店 浜松市北区三方原町109-2
TSUTAYA 浜松中央店 浜松市東区上西町906
TSUTAYA 浜北店 浜松市浜北区本沢合805
TSUTAYA 領家店 浜松市中区領家三丁目14
Ｔｙｐｅ２ 浜松市西区湖東町３０６
ＶＡＬＯＲＥ　浜松ＭＡＹ　ＯＮＥ店 浜松市中区砂山町６－１ＭＡＹＯＮＥ４Ｆ
ＶＩＥＭ 浜松市南区安松町８４‐３
ＷＨＩＴＥ　ＬＩＦＴ　浜松店 浜松市北区初生町１０３０‐１３
ＺＡＲＡ　イオンモール浜松志都呂店　　　 浜松市西区志都呂２－３７－１イオンモール浜松志都呂１Ｆ－１１1
Ｚｏｆｆ　Ｍａｒｃｈｅ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
アースミュージックアンドエコロジーナチュ　プレ葉ウォーク浜北浜松市浜北区貴布祢1200
アイシティメガワールド浜松 浜松市中区葵東２丁目１２－７　　
アオイ楽器店 浜松市中区上島５‐１‐１　　
アオバ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
あがた商店 浜松市中区船越町５１－１０タカハシビル１Ｆ
あさくま　鹿谷ガーデン店 浜松市中区鹿谷町１１－１
あさくま浜松船越店 浜松市中区船越町３３－２２
あすか薬局　下石田店 浜松市東区下石田町２７３－１
あすか薬局　和合店 浜松市中区和合町２２０－２５５６
あすか薬局　蜆塚店 浜松市中区蜆塚３丁目１－９
あつたや　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ｱｯﾌﾟﾙﾎﾜｲﾄ都田店 浜松市北区新都田3ｰ1-1
ｱｯﾌﾟﾙﾎﾜｲﾄ和田店 浜松市東区和田町203-4
アドラーブル　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ｱﾆﾒｲﾄ ｲｵﾝ浜松市野店 浜松市東区天王町諏訪１９８１－３イオン浜松市野ＳＣ２Ｆ
アニメイト　浜松店 浜松市中区砂山町６－１浜松メイワン４Ｆ
ｱﾋﾟﾀ 浜北店 浜松市浜北区貴布祢1200
アマノ アクト北店 浜松市中区中央３－１－２３
アマノ 高丘店 浜松市中区高丘北２－１２－１０
アマノ 三方原店 浜松市北区三方原町１９５０－１
アマノ 入野店 浜松市西区入野町６４９１－３
アマノ 有玉店 浜松市東区有玉北町１８３３－１
ｱﾐｶ浜松上浅田店 浜松市中区上浅田１丁目２－５０
ｱﾐｶ浜松店 浜松市三方原町９５６－１
いきなりステーキ　浜松湖東町店 浜松市西区湖東町３０３４
イケヤ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ｲｹﾔ 文楽館高丘店 浜松市高丘東1-2-40
イシグロ 浜松市中区高林４丁目８－１３
イシグロ　浜松高林店 浜松市中区高林４丁目８－１３
イシグロ　浜松入野店 浜松市西区入野町９４３－３
インセンス　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ヴィレッジヴァンガード　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ウェーヴ　アズ　シュガー 浜松市中区佐藤２丁目３５－１８
ウエルシア　浜松医大前店 浜松市東区半田山４丁目４－１０
ウエルシア　浜松三ヶ日岡本店 浜松市北区三ヶ日町岡本８１７番地の１
ウエルシア　浜松三ヶ日町店 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日１８０
ウエルシア　浜松三方原店 浜松市北区三方原町３８７－１
ウエルシア　浜松新橋町店 浜松市南区新橋町１１０２番地の１
ウエルシア　浜松西山町店 浜松市西区西山町２１７１－４
ウエルシア　浜松西浅田店 浜松市中区西浅田２丁目９－２６
ウエルシア　浜松西町店 浜松市南区西町６７３番地
ウエルシア　浜松船越店 浜松市中区船越町２６－１０
ウエルシア　浜松天竜船明店 浜松市天竜区船明８
ウエルシア　浜松浜北店 浜松市浜北区西美薗３６９－１
ウエルシア　浜松雄踏店 浜松市西区雄踏町宇布見５１４６
ウエルシア　薬局浜松葵町店 浜松市中区葵西３－２５－１
ウエルシア　薬局浜松参野町店 浜松市南区参野町１５－１
ウエルシア　薬局浜松初生店 浜松市北区初生町１２５５－２
ウオッチタウン　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ウォット 売店 浜松市西区舞阪町弁天島５００５－３
うなぎパイカフェ 浜松市西区大久保町７４８‐５１
うなぎパイファクトリー売店 浜松市西区大久保町７４８‐５１



うなぎ専門の店　志ぶき　　　　　　　　　 浜松市西区舘山寺町２２５２－１
うなぎ天保　直売店 浜松市西区白洲町３３５３－１
エコスタイル　浜松入野店 浜松市西区入野町８６２‐１
ｴﾃﾞｨｵﾝ ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松志都呂店 浜松市西区志都呂2丁目37-1ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松志都呂1F
ｴﾃﾞｨｵﾝ ﾌｨﾙﾀｳﾝ浜松小豆餅店 浜松市中区小豆餅４丁目１４－２１
エディオンイオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町諏訪１９８１－３
エディオン浜松半田店 浜松市東区半田町７２２－２
エディオン浜松和田店 浜松市東区和田町６６６－１
エプロント 浜松アップオン店 浜松市砂山町３２０－２
オーガニックハウスあさのは屋 浜松市北区初生町３７９‐４
オートサービスマスト 浜松市西区神ケ谷町８９６５－２
オートバックス　浜松名塚 浜松市中区名塚町２４５
オキドキ丸塚バイパス店 浜松市東区上新屋町２２２－１４
おべんとう　十べえ 浜松市東区篠ケ瀬町８４６－１
オリツクスレンタカー 浜松駅前店 浜松市中区板屋町７１１
オリヒカ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
カードラボ　浜松店 浜松市中区鍛冶町１番３９ピンストライプビル１Ｆ
かきこや　早出店 浜松市中区早出町１７３７
かきこや　舞阪店 浜松市西区舞阪町浜田１７１
かぐら寿司 浜松市浜北区中瀬６９６－１
ｶﾞｽﾄ 浜松ｲﾝﾀｰ 浜松市東区下石田町987-1
ｶﾞｽﾄ 浜松可美 浜松市南区若林町957-1
ｶﾞｽﾄ 浜松宮竹 浜松市東区宮竹町322-1
ｶﾞｽﾄ 浜松住吉 浜松市中区住吉1丁目41番地15
ｶﾞｽﾄ 浜松初生 浜松市北区初生町1360ｰ1
ｶﾞｽﾄ 浜松相生 浜松市中区相生町7-21
ｶﾞｽﾄ 浜北 浜松市浜北区西美薗2546-1
かたやま酒店 浜松市中区砂山町５１０‐９
ガッツレンタカー浜松駅前店 浜松市中区中央２丁目１３‐４
ガッツレンタカー浜松市野店 浜松市東区市野町２５１５
カット＆メイク　ハッピー 浜松市東区上西町１９‐１１
かっぱ寿司 浜松三方原店 浜松市中区葵西5-23-6
かっぱ寿司 浜松東若林店 浜松市南区東若林町1-1
かっぱ寿司 浜松頭陀寺店 浜松市南区頭陀寺町312-1
かっぱ寿司 浜北店 浜松市浜北区本沢合175-1
かば屋浜松南口駅前店 浜松市中区砂山町３２２－６株式会社一兆ビル３
カメラのキタムラ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
からあげ縁　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
カラオケ館　浜松住吉バイパス店　　　　　 浜松市中区小豆餅２－６－２２
カラオケ館　浜松有楽街店　　　　　　　　 浜松市中区肴町３１８－１２
からだめいきんぐラボ 浜松市北区初生町１２１３永吉ビル１Ｅ
から揚げの天才 サンストリート浜北店 浜松市浜北区平口２８６１
カルディコーヒーファーム　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
カルビ大将 参野店 浜松市南区参野町１０７－１
カワチ薬品浜北店 浜松市浜北区染地台５丁目６－２２
かんざんじロープウェイ 浜松市西区舘山寺町１８９１
キーパープロショップ 浜北貴布祢店 浜松市浜北区貴布祢１２７
ギフトキヨスク浜松 浜松市中区砂山町６－２ＪＲ浜松駅構内
ギャップファクトリーストア　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ギャルフィット　ジニー　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
クエストミュージック 浜松市中区鍛冶町１５番地ザザシティ浜松西館１１２号
クスリのアオキ 浜松北島店 浜松市東区北島町526番地2
グラーノグラーノ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
グラスアーツ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ｸﾞﾗｯﾁｪｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ ﾛｯｸﾀｳﾝ浜松葵 浜松市中区葵西2丁目27-10
クラフトハートトーカイ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
クラフトハートトーカイ浜松可美店 浜松市南区若林町９７５－４
グランサックス　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
グランドエクシブ　浜名湖 浜松市西区村櫛町志津ノ前４６２０
クリーニングのエブリ　ｅｘｃｅｌ中央店　　 浜松市中区中央３－７－１－１０５
クリーニングのエブリ　ザザシティ店　　　 浜松市中区鍛治町１５
クリーニングのエブリ　サンストリート店　 浜松市浜北区平口２８６１
クリーニングのエブリ　バロー引佐店　　　 浜松市北区引佐町金指１０３８－１
クリーニングのエブリ　マックスＶ浜北店　 浜松市浜北区沼１７５－１
クリーニングのエブリ　遠鉄ストア泉店　　 浜松市中区泉４－１２－１
クリーニングのエブリ　海老塚店　　　　　 浜松市中区海老塚１－１４－６
クリーニングのエブリ　鴨江店　　　　　　　 浜松市中区鴨江３丁目４８－１７
クリーニングのエブリ　丸塚本店　　　　　 浜松市東区丸塚町１３０
クリーニングのエブリ　高丘本店　　　　　　 浜松市中区高丘北３－６－３
クリーニングのエブリ　高塚店　　　　　　 浜松市南区高塚町４８８８－１１
クリーニングのエブリ　高林店　　　　　　　 浜松市中区高林３－１３－１



クリーニングのエブリ　佐鳴台店　　　　　　 浜松市中区佐鳴台４－１６－１０
クリーニングのエブリ　細島店　　　　　　　 浜松市中区細島町１１－１
クリーニングのエブリ　参野店　　　　　　　 浜松市南区参野町４６
クリーニングのエブリ　住吉店　　　　　　　 浜松市中区住吉１－３２－４
クリーニングのエブリ　小豆餅店　　　　　 浜松市中区小豆餅３－２－３４
クリーニングのエブリ　植松店　　　　　　　 浜松市東区植松町１２７１－１
クリーニングのエブリ　西友上浅田店　　　 浜松市中区上浅田１－８
クリーニングのエブリ　西友船越店　　　　 浜松市中区船越町２６－１０
クリーニングのエブリ　西友有玉店　　　　 浜松市東区有玉南町２３２１－１
クリーニングのエブリ　早出店　　　　　　 浜松市中区早出町８７２－４
クリーニングのエブリ　東美薗店　　　　　 浜松市浜北区東美薗１５１５－１
クリーニングのエブリ　入野店　　　　　　 浜松市西区入野町９４３７－１
クリーニングのエブリ　半田山店　　　　　 浜松市東区半田山５－３９－２０
クリーニングのエブリ　浜松南本店　　　　　 浜松市南区三島町１４３８
クリーニングのエブリ　浜北中瀬店　　　　 浜松市浜北区中瀬１６８５－１
グレースガーデン 浜松市北区三方原町２１５７－２
ケーズデンキ　プレ葉ウォーク浜北店　 静岡県浜松市浜北区貴布祢1200番地
ケーズデンキ　ラフレ初生点　 静岡県浜松市北区初生町626-1
ケーズデンキ　浜松市野店　 静岡県浜松市東区天王町1981-1
ケーズデンキ　浜松入野店　 静岡県浜松市西区入野町6353-1
コインランドリー　ふわふわステーション 浜松市北区三方原町１１８５－１
ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰpino 浜松市中区葵西五丁目１４番１０号
ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰpinoかみにし店 浜松市東区上西町２３‐７
コインランドリーオートレース場前店 浜松市中区和合町９３６－５０３
ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟﾙ西小沢渡店 浜松市南区西小沢渡町１０５４
こぎく笠井店 浜松市東区貴平町１７０２－２
こぎく西山店 浜松市西区西山町２２１３－２
ココカラファイン 引佐店 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷2387-1
ココカラファイン 浜松桜台店 静岡県浜松市西区桜台3-28-1
ココカラファイン 浜北中瀬店 静岡県浜松市浜北区西中瀬2丁目15番1号
ｺｼﾞﾏ×ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ 浜松店 浜松市中区高林5-7-28
こでら赤佐店 浜松市浜北区於呂1925-1
こでら善地店 浜松市浜北区上善地801-1
コナズ珈琲　浜松 浜松市東区小池町字一里山２４２５－１
ｺﾒﾀﾞ珈琲店 浜松駅北店 浜松市中区中央１丁目５－４
ｺﾒﾀﾞ珈琲店 浜松原島店 浜松市東区原島町３５９－２
ｺﾒﾀﾞ珈琲店 浜松佐鳴台店 浜松市中区佐鳴台１丁目４－１８
ｺﾒﾀﾞ珈琲店 浜松三方原店 浜松市北区三方原町２３７－１
ｺﾒﾀﾞ珈琲店 浜松志都呂店 浜松市西区西鴨江町６４６－４
ｺﾒﾀﾞ珈琲店 浜松浜北店 浜松市浜北区本沢合１１８－３
ｺﾒﾀﾞ珈琲店 浜松領家店 浜松市中区領家１丁目２－１１
ゴルフショップメルサ 浜松市東区豊町１９２９‐１ドリームショットゴルフクラブ
コレットムカイ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
コローレ　サンストリート浜北店　　　　　 浜松市浜北区平口２８６１
コローレ浜松市野店　　　　　　　　　　　 浜松市東区小池町２４４１－９
コローレ浜松志都呂店　　　　　　　　　　 浜松市西区雄踏町一丁目１－２
ご飯ととろろ　とろ麦　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ザ・ダイソー　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
サイクルベースあさひ　浜松幸店 浜松市中区幸２丁目１－７
サイクルベースあさひ　浜松店 浜松市東区将監町２７－８
サイクルベースあさひ　浜松入野店 浜松市西区入野町６０７８－１
サイクルベースあさひサンストリート浜北店 浜松市浜北区平口２８６１
サカシタスポーツ 浜松市西区雄踏町宇布見８３９３番地
サガミ　浜松可美店 浜松市南区東若林町１５６
サガミ　浜松有玉店 浜松市東区有玉北町８９－１
さが美　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
さなるサンクリニック　　　　　　　　　　 浜松市中区東伊場２－１４－３９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
さわやか細江本店 浜松市北区細江町中川５４４３－１
さわやか浜松遠鉄店 浜松市中区砂山町３２０－２遠鉄百貨店本館８Ｆ
さわやか浜松鴨江店 浜松市中区鴨江３丁目１０－１
さわやか浜松高丘店 浜松市中区高丘西３丁目４６－１２
さわやか浜松高塚店 浜松市南区高塚町４８８８－１１
さわやか浜松篠ケ瀬店 浜松市東区篠ヶ瀬町１２３２
さわやか浜松白羽店 浜松市南区白羽町６３６－１
さわやか浜松富塚店 浜松市中区富塚町４３９－１
さわやか浜松有玉店 浜松市東区有玉南町５４７－１
さわやか浜松和合店 浜松市中区和合町１９３－１４
さわやか浜北店 浜松市浜北区平口２９２６－１
ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ ﾌｨﾙﾀｳﾝ小豆餅店 浜松市中区小豆餅4-14-31
ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 初生店 浜松市北区初生町707-1
ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 浜松可美店 浜松市南区東若林町11-1



ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 浜松西店 浜松市西区馬郡町2535ﾊﾏﾏﾂ西MALL内
ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 北寺島店 浜松市中区北寺島町492-8
ｻﾝﾌｨｯｼｭ木野 浜松市南区新橋町1839
サンヨークリーニングＰＡＬ小池店　　　　 浜松市東区小池町１５
サンリフォーム　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
サンリペア　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ジーンズショップオサダ　東若林店 浜松市南区東若林町１７４８－１
ジップドラッグ シーズ 浜北店 静岡県浜松市浜北区沼字道上189-2
ジップドラッグ 大島店 静岡県浜松市東区大島町371‐2
しまうま珈琲　幸店　　　　　　　　　　　 浜松市中区幸１－４－１３
しまうま珈琲　浜北店　　　　　　　　　　　 浜松市浜北区平口１６７－１
ジャイル　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ジャストｎｅｏ　三島店　　　　　　　　　　 浜松市南区三島町６２－１
ジャストｎｅｏ　篠ヶ瀬店　　　　　　　　 浜松市東区篠ヶ瀬町２１９
ジャストｎｅｏ３　バロー北寺島店　　　　 浜松市中区北寺島町４９２－２
ジャパンレンタカー　浜松店 浜松市中区海老塚町５２－１
ｼﾞｬﾌﾞｰ飯田店 浜松市南区飯田町958-3
しゃぶしゃぶ温野菜　浜松原島店 浜松市東区原島町３１５－１
しゃぶしゃぶ温野菜　浜松店 浜松市中区千歳町３９３９ビル３Ｆ
しゃぶしゃぶ温野菜　浜松入野店 浜松市西区入野町９５７８－１
しゃぶしゃぶ温野菜　浜松有玉店 浜松市東区有玉北町７６０－１
ｼﾞｬﾌﾞﾘﾌﾞﾛｽ店 浜松市東区笠井町1197-22
ｼﾞｬﾌﾞ於呂店 浜松市浜北区於呂1476-3
ｼﾞｬﾌﾞ高林店 浜松市中区高林1ｰ5-20
ｼﾞｬﾌﾞ桜台店 浜松市西区桜台3ｰ28-1
ｼﾞｬﾌﾞ新橋店 浜松市南区新橋町662-1
ｼﾞｬﾌﾞ西ヶ崎店 浜松市東区西ｹ崎町542-1
ｼﾞｬﾌﾞ浅田店 浜松市中区南浅田2ｰ13-1
ｼﾞｬﾌﾞ染地台店 浜松市浜北区染地台5ｰ7-28
ｼﾞｬﾌﾞ大人見店 浜松市西区大人見町3367-1
ｼﾞｬﾌﾞ大平台店 浜松市西区大平台3ｰ20-1
ｼﾞｬﾌﾞ東伊場店 浜松市中区東伊場2ｰ14-55
ｼﾞｬﾌﾞ入野店 浜松市西区入野町9778
ｼﾞｬﾌﾞ浜北店 浜松市浜北区中瀬16-1
ｼﾞｬﾌﾞ富塚店 浜松市中区富塚町209-120
ｼﾞｬﾌﾞ雄踏店 浜松市西区雄踏町宇布見4718-4
しゃぶ葉 浜松入野 浜松市西区入野町9966
しゃぶ葉 浜松和田 浜松市東区和田町495-1
ｼﾞｬﾌﾞ立野店 浜松市浜松市南区立野町543
ジュアン　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
シューズ愛ランド　浜松市野店 浜松市東区天王町１９８２－１
シューズ愛ランド　浜松入野店 浜松市西区入野町９９１８－４
シューラルー　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
シュガーポット 浜松市浜北区寺島３２７０－１０
ジュビロショップ　サーラプラザ浜松店 浜松市東区西塚町２００
ジュベットレザーハウス 浜松市東区薬師町１４８　　
ｼﾞｮｲﾌﾙ浜松三島店 浜松市南区三島町90番地
ｼﾞｮｲﾌﾙ浜松子安店 浜松市東区子安町301番1
ｼﾞｮｲﾌﾙ浜松半田店 浜松市東区半田山5丁目37-5
ｼﾞｮｲﾌﾙ浜名舞阪店 浜松市西区舞阪町浜田767番地
スーパーオートバックス　浜松 浜松市中区小豆餅４丁目１６－１
ｽｰﾊﾟｰやまみち 浜松市天竜区水窪町奥領家3366-2
スカイスケープ 浜松市浜北区横須賀３８７‐１　　
スギ薬局 高林店 浜松市中区高林５－１－１８　
スギ薬局 早出店 浜松市中区早出町１０１２－３
スギ薬局 白羽店 浜松市南区白羽町５０－１
スギ薬局 浜松横須賀店 浜松市浜北区横須賀２８７－１
スギ薬局 浜松海老塚店 浜松市中区海老塚１－２０－１５
スギ薬局 浜松住吉店 浜松市中区住吉４－１５－１
スギ薬局 浜松西ヶ崎店 浜松市東区西ケ崎町西ケ崎町１０７２－１
スギ薬局 浜松飯田店 浜松市南区飯田町６８１－１
スギ薬局 浜松北店 浜松市東区有玉北町１１５４－１
すずかけｾﾝﾄﾗﾙ病院営業所 定食A 浜松市南区田尻町120-1すずかけｾﾝﾄﾗﾙ病院内
すずかけｾﾝﾄﾗﾙ病院営業所 定食B 浜松市南区田尻町120-1すずかけｾﾝﾄﾗﾙ病院内
すずかけｾﾝﾄﾗﾙ病院営業所 定食C 浜松市南区田尻町120-1すずかけｾﾝﾄﾗﾙ病院内
スターバックスコーヒー　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
スタジオマリオ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ｽﾃｰｷｶﾞｽﾄ 浜松東田町 浜松市中区東田町36-1
ｽﾃｰｷのあさくま 浜松ｲﾝﾀｰ店 浜松市東区北島町１３８７－１
ｽﾃｰｷのあさくま 浜松見方原店 浜松市北区東見方原２４５－１１
ｽﾃｰｷのあさくま 浜松本郷店 浜松市南区本郷町２９６－１



ストレート 浜松店 浜松市東区上西町５５ー４藤巻ビル１Ｆ
成城石井 浜松市中区砂山町６－１メイワンBF
せせらぎ料理店 浜松市東区中里町２１３
セブンイレブン きらりタウン浜北 浜松市東区半田町７２６－５
セブンイレブン 引佐井伊谷 浜松市北区引佐町井伊谷２４１２番１
セブンイレブン 引佐井伊谷北 浜松市北区神宮寺町２３－３０
セブンイレブン 佐鳴台オレンジストリート 浜松市中区佐鳴台１丁目６－６
セブンイレブン 佐鳴台グリーンストリート 浜松市中区佐鳴台３－３３－１
セブンイレブン 細江気賀 浜松市北区細江町気賀２７２３－１
セブンイレブン 細江気賀北 浜松市北区細江町気賀１９１－１
セブンイレブン 細江中川南 浜松市北区細江町中川７１７２－６６２
セブンイレブン 三ヶ日西天王町 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日９０１－２
セブンイレブン 天竜船明 浜松市天竜区船明６２街区２
セブンイレブン 天竜二俣町阿蔵 浜松市天竜区二俣町阿蔵１００
セブンイレブン 浜松アリーナ前 浜松市東区和田町４２７
セブンイレブン 浜松イーストタウン 浜松市中区板屋町５７１番地
セブンイレブン 浜松葵町 浜松市中区葵東１丁目１０番１号
セブンイレブン 浜松葵東２丁目 浜松市中区葵東２丁目１－１
セブンイレブン 浜松安松町 浜松市南区安松町８７番５
セブンイレブン 浜松伊左地町 浜松市西区伊左地町字前原２７３８－１
セブンイレブン 浜松伊左地北 浜松市西区伊左地町２２７０－１０
セブンイレブン 浜松曳馬 浜松市中区曳馬３－１２－１
セブンイレブン 浜松曳馬５丁目 浜松市中区曳馬５－２２－２５
セブンイレブン 浜松曳馬６丁目 浜松市中区曳馬６丁目１３－２０
セブンイレブン 浜松駅西 浜松市中区海老塚町５０－１
セブンイレブン 浜松駅東 浜松市中区砂山町７番１
セブンイレブン 浜松駅南 浜松市中区砂山町３２２－７
セブンイレブン 浜松遠州病院 浜松市中区中央１丁目１番
セブンイレブン 浜松下江町 浜松市南区下江町２４８
セブンイレブン 浜松下石田町 浜松市東区下石田町１４３８－６
セブンイレブン 浜松下飯田町 浜松市南区下飯田町５７４番地
セブンイレブン 浜松茄子町 浜松市中区茄子町３５４－１３
セブンイレブン 浜松海老塚 浜松市中区海老塚１丁目１１－１２
セブンイレブン 浜松笠井町 浜松市東区笠井町９４８－１
セブンイレブン 浜松鴨江３丁目 浜松市中区鴨江３丁目６８－５
セブンイレブン 浜松鴨江町 浜松市中区鴨江町９７番１
セブンイレブン 浜松舘山寺町 浜松市西区舘山寺町１７６９－１
セブンイレブン 浜松丸塚町 浜松市東区丸塚町字五反田１８６番１
セブンイレブン 浜松貴平町 浜松市東区貴平町１０
セブンイレブン 浜松金折町 浜松市南区金折町６９９－１
セブンイレブン 浜松向宿 浜松市中区向宿３－２－１５
セブンイレブン 浜松向宿２丁目 浜松市中区向宿２丁目３０－１
セブンイレブン 浜松幸町 浜松市中区幸１－１４－１２
セブンイレブン 浜松恒武町 浜松市東区恒武町字丁田２１３
セブンイレブン 浜松江之島 浜松市南区江之島町５２５番１
セブンイレブン 浜松高丘西 浜松市中区高丘西３丁目５８－１５
セブンイレブン 浜松高丘西１丁目 浜松市中区高丘西１丁目２－７
セブンイレブン 浜松高丘東 浜松市中区高丘東３－１４－７
セブンイレブン 浜松高丘東２丁目 浜松市中区高丘東２丁目９－５
セブンイレブン 浜松高丘北 浜松市中区高丘北２丁目１－３
セブンイレブン 浜松高町 浜松市中区高町１１５－３
セブンイレブン 浜松高塚町 浜松市南区高塚町４７０１－２
セブンイレブン 浜松高塚北 浜松市南区高塚町１６３１番
セブンイレブン 浜松根洗町 浜松市北区根洗町４４１－２
セブンイレブン 浜松佐浜町 浜松市西区佐浜町５２８０－２
セブンイレブン 浜松佐鳴湖西 浜松市西区入野町２００１８番１
セブンイレブン 浜松砂山町 浜松市中区砂山町１０８７番地
セブンイレブン 浜松桜台４丁目 浜松市西区桜台４丁目１番４号
セブンイレブン 浜松三幸町 浜松市北区三幸町１５９－９
セブンイレブン 浜松三幸北 浜松市北区三幸町４４１－１
セブンイレブン 浜松三島町 浜松市南区三島町７７４－１
セブンイレブン 浜松三方原東 浜松市北区三方原町９０３－５
セブンイレブン 浜松三方原南 浜松市北区三方原町１０９－２２
セブンイレブン 浜松三方原北 浜松市北区三方原町１５６５－８
セブンイレブン 浜松参野町 浜松市南区参野町５２－１
セブンイレブン 浜松山下町 浜松市中区山下町２１－１
セブンイレブン 浜松志都呂町 浜松市西区志都呂１丁目９番２２号
セブンイレブン 浜松寺脇町 浜松市南区寺脇町７５６
セブンイレブン 浜松自動車街 浜松市東区篠ケ瀬町１３０３－１
セブンイレブン 浜松篠ケ瀬南 浜松市東区篠ケ瀬町９１９－１
セブンイレブン 浜松篠原町 浜松市西区篠原町２３３５２



セブンイレブン 浜松若林 浜松市南区若林町８１９－１
セブンイレブン 浜松若林南 浜松市南区若林町１２２２－１
セブンイレブン 浜松初生西 浜松市北区初生町１３５９－１
セブンイレブン 浜松初生町追分 浜松市北区初生町５９３番１
セブンイレブン 浜松商工会議所会館 浜松市中区東伊場２－７－１
セブンイレブン 浜松小池南 浜松市東区小池町２６７７－１
セブンイレブン 浜松松島町 浜松市南区松島町８１８番地１
セブンイレブン 浜松上島３丁目 浜松市中区上島３－４１－５
セブンイレブン 浜松新津町 浜松市中区新津町５１５
セブンイレブン 浜松神原町 浜松市西区神原町８１６－２
セブンイレブン 浜松寸田ヶ谷 浜松市中区和合町２２０－３８
セブンイレブン 浜松成子町 浜松市中区成子町６３－３
セブンイレブン 浜松西ヶ崎西 浜松市東区西ヶ崎町１０３８番５
セブンイレブン 浜松西ヶ崎町 浜松市東区西ケ崎町１９０２－２
セブンイレブン 浜松西伊場 浜松市中区西伊場町４７－１３
セブンイレブン 浜松西丘町 浜松市中区西丘町２１４－３
セブンイレブン 浜松西山 浜松市西区西山町字山神２８６－１３
セブンイレブン 浜松西浅田１丁目 浜松市中区西浅田１丁目１０－１
セブンイレブン 浜松赤松坂 浜松市北区東三方町２８１番地３
セブンイレブン 浜松泉２丁目 浜松市中区泉２丁目２９－８
セブンイレブン 浜松船越町 浜松市中区船越町２番３号
セブンイレブン 浜松早出町 浜松市中区早出町１２１１－２
セブンイレブン 浜松大久保 浜松市西区大久保町４５０３－１
セブンイレブン 浜松大久保南 浜松市西区大久保町５００１番１
セブンイレブン 浜松大瀬町 浜松市東区大瀬町４７２－７
セブンイレブン 浜松大島町 浜松市東区大島町１１９８
セブンイレブン 浜松大島南 浜松市東区大島町６３２－５
セブンイレブン 浜松大平台２丁目 浜松市西区大平台２丁目１６－１５
セブンイレブン 浜松鍛冶町 浜松市中区鍛冶町３１９－２８
セブンイレブン 浜松中央署南 浜松市中区住吉５丁目２６－４８
セブンイレブン 浜松中島３丁目 浜松市中区中島３丁目１８－１５
セブンイレブン 浜松長鶴町 浜松市東区長鶴町２４５－４
セブンイレブン 浜松天王町 浜松市東区天王町字中野１５２３－１
セブンイレブン 浜松都田 浜松市北区都田町８１２４－１
セブンイレブン 浜松東三方町 浜松市北区東三方町１９８－５
セブンイレブン 浜松東若林 浜松市南区東若林町１１３－２
セブンイレブン 浜松東町 浜松市南区東町５７９
セブンイレブン 浜松南浅田２丁目 浜松市中区南浅田２丁目１２－２１
セブンイレブン 浜松入野町東 浜松市西区入野町９２８２
セブンイレブン 浜松馬郡 浜松市西区馬郡町２６９０－１
セブンイレブン 浜松白鳥町 浜松市東区白鳥町３２３番地１
セブンイレブン 浜松板屋町 浜松市中区板屋町２－１０２
セブンイレブン 浜松飯田町 浜松市南区飯田町８１０－１
セブンイレブン 浜松飯田北 浜松市南区飯田町１１８
セブンイレブン 浜松布橋２丁目 浜松市中区布橋２丁目１７番３０号
セブンイレブン 浜松文丘町 浜松市中区文丘町２－５
セブンイレブン 浜松芳川 浜松市南区参野町３７１－１
セブンイレブン 浜松豊西 浜松市東区恒武町８５９
セブンイレブン 浜松豊町 浜松市東区豊町１９９０－１
セブンイレブン 浜松北島 浜松市東区北島町４４０
セブンイレブン 浜松野口町 浜松市中区野口町２９５
セブンイレブン 浜松有楽街 浜松市中区肴町３１７－９
セブンイレブン 浜松有玉西 浜松市東区有玉西町１３３０－２
セブンイレブン 浜松雄踏 浜松市西区雄踏１－１４－３３
セブンイレブン 浜松雄踏西 浜松市西区雄踏町宇布見９９０９－１
セブンイレブン 浜松流通元町 浜松市東区下石田町３７１－１
セブンイレブン 浜松龍禅寺町 浜松市中区龍禅寺町３２３－２
セブンイレブン 浜松龍禅寺南 浜松市中区龍禅寺町７４４－３
セブンイレブン 浜松和地山２丁目 浜松市中区和地山２丁目３６－１５
セブンイレブン 浜松蜆塚４丁目 浜松市中区蜆塚４－６－１５
セブンイレブン 浜北永島 浜松市浜北区永島１３２２
セブンイレブン 浜北横須賀 浜松市浜北区横須賀１２８
セブンイレブン 浜北宮口 浜松市浜北区宮口３０５８番１
セブンイレブン 浜北根堅 浜松市浜北区根堅２００５－８
セブンイレブン 浜北寺島 浜松市浜北区寺島３１６８－１
セブンイレブン 浜北小松 浜松市浜北区小松３４１３－１
セブンイレブン 浜北小松東 浜松市浜北区小松４６３０－３
セブンイレブン 浜北小松北 浜松市浜北区小松１８１－３
セブンイレブン 浜北沼 浜松市浜北区沼２７３－７
セブンイレブン 浜北西中瀬 浜松市浜北区中瀬１５３３－１
セブンイレブン 浜北染地台 浜松市浜北区染地台６丁目１０－１０



セブンイレブン 浜北中瀬 浜松市浜北区中瀬２５７１－１
セブンイレブン 浜北尾野 浜松市浜北区尾野２０２－１
セブンイレブン 浜北美薗団地 浜松市浜北区東美薗１５３０
セブンイレブン 浜北平口 浜松市浜北区平口５１０－１
セブンイレブン 浜北平口南 浜松市浜北区平口２３５１－１
セリア　ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ浜松 浜松市中区泉１－６－１ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ浜松泉町店２ＦＳｅｒｉａ　　　　　　　　　　　　　　　
タイトーＦステーション　イオンモール浜松市 浜松市東区天王町１９８１－３イオンモール浜松
タイトーステーション　新浜松ザザシティ店 浜松市中区鍛冶町１５ザザシティ西館２Ｆ
ダイブテリーズ 浜松市中区細島町１２番地の２
ﾀｲﾑｽﾞ浜松駅南口 浜松市中区砂山町325
ﾀｲﾑｽﾞ浜松砂山町3 浜松市中区砂山町354-8
ﾀｲﾑｽﾞ浜松中央 浜松市中区中央1-4-20
ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ 浜松 浜松市中区旭町9-1
ダイワロイネットホテル浜松（ランドリーシ 浜松市中区旭町９－１
タカキュー　イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町字諏訪１９８１－３イオンモール浜松市野２Ｆ
たこまん　笠井店　　　　　　　　　　　　 浜松市東区恒武町４８０－１
たこ満　三方原店　　　　　　　　　　　　 浜松市北区三方原町９８２－１
たこ満　志都呂工房　　　　　　　　　　　 浜松市西区志都呂町５０１９－１
たこ満　浜松本店　　　　　　　　　　　　 浜松市中区佐藤２－２０－１９
タックルオフ　浜松高林店 浜松市中区高林４丁目８－１３
タックルベリ－ 浜松上島店 浜松市中区上島６－３－３９　
ﾀｯｸﾙﾍﾞﾘｰ 浜松上島店 浜松市中区上島6丁目3番39号
ﾀﾘｰｽﾞｺｰﾋｰ ｻﾝｽﾄﾘｰﾄ浜北店 浜松市浜北区平口2861
ﾀﾘｰｽﾞｺｰﾋｰ 聖隷三方原病院 浜松市北区三方原3453聖隷三方原病院ﾌﾟﾗｻﾞ棟1F
ﾀﾘｰｽﾞｺｰﾋｰ 聖隷浜松病院 浜松市中区住吉2-12-12聖隷浜松病院B棟B1
チュチュアンナ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
つるや　呉松店 浜松市西区呉松町３８０４－８
つるや　庄内店 浜松市西区庄内町７１４－１
つるやゴルフ　浜松店 浜松市中区高林４丁目１５－３５
ディッパーダン　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
デイリーケアセイジョー 浜松高丘店 静岡県浜松市中区高丘北1-19-8
デイリーヤマザキ　大瀬町 浜松市東区大瀬町１５78
デイリーヤマザキ　浜松湖東 浜松市西区湖東町３３６１－１
デイリーヤマザキ　浜松高丘東 浜松市中区高丘東２－４－４３
デイリーヤマザキ　浜松小沢渡 浜松市南区小沢渡町２０６３－１
デイリーヤマザキ　浜松大柳 浜松市南区大柳町４－1
デイリーヤマザキ　浜松坪井町 浜松市西区坪井町４４１９－２
デイリーヤマザキ　浜松日赤病院 浜松市浜北区小林１０８８－１
デニーズ　浜松葵東店 浜松市中区葵東２丁目２－１２
デニーズ　浜松志都呂町店 浜松市西区志都呂１丁目３２番２４号
デニーズ　浜松菅原町店 浜松市中区菅原町９－２４
デニーズ　浜松野口町店 浜松市中区中央１丁目６－４
デニーズ　浜松有玉店 浜松市東区西ヶ崎町字ヲキ１８９８
てらだ薬局　三方原店　　　　　　　　　　 浜松市北区三方原町２３６番地の４
デリフランス浜松 浜松市中区砂山町６－２メイワンエキマチウエスト１Ｆ
ドスパラ浜松店　　　　　　　　　　　　　 浜松市中区曳馬６－２２－２６
ドミノ・ピザ　浜松原島町店　　　　　　　　 浜松市東区原島町２４２－１
ドミノ・ピザ　浜松高丘店　　　　　　　　　 浜松市中区高丘北３－１４－７
ドミノ・ピザ　浜松寺島町店　　　　　　　　 浜松市中区寺島町２２９－１
ドミノ・ピザ　浜松西伊場店　　　　　　　　 浜松市中区西伊場町６１－８
ドミノ・ピザ　浜松泉店　　　　　　　　　 浜松市中区泉１－６－８
ドミノ・ピザ　浜北小松店　　　　　　　　　 浜松市浜北区小松６８７
ドラッグストアーズ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
とらとふうせん１ 浜松市中区神田町５５３
とらとふうせん２ 浜松市中区神田町５５３
ナチュールビー　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ナチュラスサイコス 浜松市中区鴨江１‐３８‐６
ナップス浜松店 浜松市東区原島町５２５
にぎりの徳兵衛 西塚店 浜松市東区神立町122-1
ニコニコレンタカー　浜松駅西店 浜松市中区海老塚町５２‐１　　
ネイル＆アイラッシュ　ナチュレ 浜松市中区鴨江２－５４－１５
ネッツトヨタ静浜 浜松市東区和田町８０９
パークファイブ 浜松市中区砂山町３２５－１５
パーティハウス　ラフレ初生店 浜松市北区初生町６２６番地１ラフレ初生Ｂ１Ｆ
バーバーグテ小池店 浜松市東区小池町１９６１‐１　　
パーマハウス　Ｃｕｂｅ 浜松市東区和田町１５２－３
ﾊﾞｰﾐﾔﾝ 浜松白羽 浜松市南区白羽町608-1
バーンショップ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
バイシクルわたなべ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
バジェット・レンタカー静岡　浜松駅新幹線 浜松市中区砂山町３２６－１８
パステル　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200



はなしょう 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日626番地の1
はなまるうどんサンストリート浜北店 浜松市浜北区平口２８６１
はなまるうどん浜松アリーナ前店 浜松市東区大蒲町８６－７
はなまるうどん浜松高丘東店 浜松市中区高丘東１－１－４
はなまるうどん浜松西伊場店 浜松市中区西伊場町６４－２６
ハニーズ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ハママツ薬局高丘店 浜松市中区高丘北３丁目５－２３
ハミング動物病院 浜松市西区志都呂１－３６－６４
バラエティハウス 浜松市中区木戸町３－１
はるやま　浜松葵町店 浜松市中区葵東１丁目９－２８
はるやま　浜松天王店 浜松市東区天王町１９８１－６
はん・印刷のＯＴＡＮＩ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ﾋﾟｱｺﾞ於呂店 浜松市浜北区於呂字荒巻982番地
ひかる薬局（薬局共創未来）　　　　　　　 浜松市中区助信町２０－３５
ヒコウビラン 浜松市中区佐鳴台１－１５－２８
ビジョンメガネ　サンストリート浜北店　　 浜松市浜北区平口２８６１
ﾋﾞｯｸﾞｴｺｰ 有楽街店 浜松市肴町322-20松竹ﾋﾞﾙB1F
ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ 浜松店 浜松市中区砂山町322-1
びっくりﾄﾞﾝｷｰ 浜松萩丘店 浜松市中区萩丘2-26-12
ピュアネイル　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ヒライデホームメイドストア 浜松市中区鴨江１‐２０‐３
ひらの薬局 浜松市中区曳馬４丁目１‐１２
ファイテンショップサンストリート浜北店 浜松市浜北区平口２８６１
ファインベイシア雄踏店 浜松市西区雄踏１－３２－２ベイシア雄踏店内
ファミリードラッグ シーズ 篠原店　 静岡県浜松市西区篠原町14157
ファミリーマート イオンモール浜松志都呂 浜松市西区志都呂二丁目３７番１号イオンモール浜松志都呂店内
ファミリーマート スーパーコンコルド市野 浜松市東区天王町１９８１－１８
ファミリーマート 航空自衛隊浜松基地 浜松市西区西山町無番地
ファミリーマート 細江西気賀 浜松市北区細江町気賀９５４７番地の２２
ファミリーマート 三ヶ日インター 浜松市北区三ヶ日町都筑１１２２番地２
ファミリーマート 三方原ＰＡ 浜松市東区有玉西町字地蔵平７７６－２
ファミリーマート 子安 浜松市東区子安町３０２番１
ファミリーマート 天竜山東 浜松市天竜区次郎八新田２－１４
ファミリーマート 天竜二俣東 浜松市天竜区二俣町二俣７７番地の１
ファミリーマート 都田テクノ 浜松市北区都田町９１０６－９
ファミリーマート 浜松アクトシティ 浜松市中区板屋町１１１番地２
ファミリーマート 浜松インター南 浜松市東区北島町１３８３番地の１
ファミリーマート 浜松インター北 浜松市東区貴平町１７番地
ファミリーマート 浜松きたじま 浜松市東区北島町５７９番地
ファミリーマート 浜松旭町 浜松市中区旭町９番地の１ダイワロイネットホテル浜松１階
ファミリーマート 浜松医科大学病院 浜松市東区半田山一丁目２０番１号
ファミリーマート 浜松医科大学病院／Ｓ 浜松市東区半田山１丁目
ファミリーマート 浜松医療ｾﾝﾀｰ 浜松市中区富塚町328
ファミリーマート 浜松宇布見 浜松市西区雄踏町宇布見４０１８番地５
ファミリーマート 浜松永島 浜松市浜北区永島８２６番１
ファミリーマート 浜松駅南口 浜松市中区砂山町326-2
ファミリーマート 浜松遠州浜 浜松市南区遠州浜二丁目３２番１号
ファミリーマート 浜松下飯田 浜松市南区下飯田町５４８番地
ファミリーマート 浜松可美公園前 浜松市南区若林町１番地１
ファミリーマート 浜松鴨江 浜松市中区鴨江１－１０－３
ファミリーマート 浜松舘山寺温泉 浜松市西区舘山寺町字阿原１９７８番地３
ファミリーマート 浜松丸塚 浜松市東区丸塚町518-12
ファミリーマート 浜松向宿町 浜松市中区向宿２－２４－１４
ファミリーマート 浜松高丘西 浜松市中区高丘西1-25-26
ファミリーマート 浜松高林 浜松市中区高林３－１３－３
ファミリーマート 浜松高林四丁目 浜松市中区高林四丁目５番５号
ファミリーマート 浜松細江三和 浜松市北区細江町三和４８番地の１
ファミリーマート 浜松桜台 浜松市西区大山町１６９番地の１
ファミリーマート 浜松三ヶ日北 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日１００番地の４
ファミリーマート 浜松参野町 浜松市南区参野町字参野１８４－１
ファミリーマート 浜松市野 浜松市東区市野町１０３１番地１
ファミリーマート 浜松市役所／Ｓ 浜松市中区元城町１０３番地の２
ファミリーマート 浜松志都呂 浜松市西区志都呂一丁目５番２７号
ファミリーマート 浜松志都呂西 浜松市西区志都呂１丁目３３番２９号
ファミリーマート 浜松寺島 浜松市中区寺島町１００１番地
ファミリーマート 浜松寺脇町 浜松市南区寺脇町６７１番地
ファミリーマート 浜松篠原 浜松市西区篠原町２１９７２番地
ファミリーマート 浜松住吉 浜松市中区住吉５－１５－１０
ファミリーマート 浜松初生テクノロード 浜松市北区初生町５００番地１
ファミリーマート 浜松初生町 浜松市北区初生町１２８９番地の３
ファミリーマート 浜松将監 浜松市東区将監町４４－８



ファミリーマート 浜松小沢渡 浜松市南区小沢渡町８０７番地２
ファミリーマート 浜松小池町 浜松市東区小池町65
ファミリーマート 浜松小池町西 浜松市東区小池町２６７０番地の１
ファミリーマート 浜松小池南 浜松市東区小池町２４４５－１
ファミリーマート 浜松小豆餅 浜松市中区小豆餅３－１－１
ファミリーマート 浜松小豆餅二丁目 浜松市中区小豆餅２丁目２４－３
ファミリーマート 浜松庄和町 浜松市西区庄和町１３７番地の３
ファミリーマート 浜松上西 浜松市東区上西町１３０８番
ファミリーマート 浜松上島五丁目 浜松市中区上島五丁目１０－１６
ファミリーマート 浜松上島東 浜松市中区上島三丁目１８番５号
ファミリーマート 浜松上島北 浜松市中区上島七丁目５番１８号
ファミリーマート 浜松城公園前 浜松市中区元目町１１０番２０
ファミリーマート 浜松城北 浜松市中区城北１丁目７－１０
ファミリーマート 浜松城北二丁目 浜松市中区城北二丁目１６番１２号
ファミリーマート 浜松常盤町 浜松市中区田町２２６番地６
ファミリーマート 浜松植松 浜松市東区植松町２６５－１２
ファミリーマート 浜松新橋南 浜松市南区新橋町１４５５番地の１
ファミリーマート 浜松西伊場 浜松市中区西伊場町18-9
ファミリーマート 浜松西高丘 浜松市中区高丘西三丁目１２番５号
ファミリーマート 浜松西神田 浜松市中区神田町５５０番地の１
ファミリーマート 浜松西本郷 浜松市南区本郷町４５０番地
ファミリーマート 浜松泉四丁目 浜松市中区泉四丁目１番２６号
ファミリーマート 浜松早出南 浜松市中区早出町１５３６番地
ファミリーマート 浜松大蒲町 浜松市東区大蒲町85-9
ファミリーマート 浜松大浜街道 浜松市中区中島４丁目２１番１号
ファミリーマート 浜松大平台三丁目 浜松市西区大平台三丁目１４番５号
ファミリーマート 浜松中央三丁目 浜松市中区中央３－３－１３
ファミリーマート 浜松中田町 浜松市東区中田町８１８番地
ファミリーマート 浜松中田島町 浜松市南区中田島町１６６９番地１
ファミリーマート 浜松天神町 浜松市中区天神町２番１２号
ファミリーマート 浜松天龍川町 浜松市東区天龍川町９４番地
ファミリーマート 浜松東三方町 浜松市北区東三方町２１１番地の１５
ファミリーマート 浜松東本郷 浜松市南区本郷町１３４７番地の６
ファミリーマート 浜松入野 浜松市西区入野町７３５－４
ファミリーマート 浜松馬郡町 浜松市西区馬郡町４０４９番地
ファミリーマート 浜松白羽町 浜松市南区白羽町１３０５番地の１
ファミリーマート 浜松白昭 浜松市北区大原町４３７番３
ファミリーマート 浜松白鳥 浜松市東区白鳥町101-2
ファミリーマート 浜松半田山四丁目 浜松市東区半田山四丁目２４番１５号
ファミリーマート 浜松野口 浜松市中区中央一丁目６番６号
ファミリーマート 浜松有玉北 浜松市東区有玉北町１７５４－１
ファミリーマート 浜松和合 浜松市中区和合町９３６－３７５
ファミリーマート 浜松和地町西 浜松市西区和地町４７６０－１
ファミリーマート 浜松蜆塚 浜松市中区蜆塚３丁目１７－１７
ファミリーマート 浜北インター 浜松市浜北区中瀬２０３５番地の１
ファミリーマート 浜北こばやし 浜松市浜北区小林１５５３番地の１３
ファミリーマート 浜北貴布祢 浜松市浜北区貴布祢３１５－１
ファミリーマート 浜北宮口 浜松市浜北区宮口７８２－７
ファミリーマート 浜北新原本村 浜松市浜北区新原２５５８番地５
ファミリーマート 浜北内野 浜松市浜北区内野８７２番地の３
ファミリーマート 浜名湖ＳＡ 浜松市北区三ヶ日町佐久米４７－１
ファミリーマート 浜名湖弁天島 浜松市西区舞阪町弁天島字弁天島３７７２－２
ﾌｫｰｴﾙ 浜松可美店 浜松市南区若林町１２９９－１
フォーハノイｓｅｃｏｎｄ浜松 浜松市中区板屋町１０４‐１Ｄ’ｓＴｏｗｅｒ１０２　　
ふじひろ　　　　　　　　　　　　　　　　 浜松市南区高塚町１５４３－１
ブックオフ浜松初生店 浜松市北区初生町５９０－６
ブックス三峰 浜松市東区下石田町１６４０－５
ふとんタナカ　浜松　天王店 浜松市東区天王町１９８１－７
フラワ－売店 浜松市西区舘山寺町１９５
ブラン　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ブルースカイランドリー　カインズ浜松小豆 浜松市中区小豆餅４－１４－４１
フレッシュネスバーガー　浜松アクトシティ 浜松市中区板屋町１１１－２浜松アクトタワー２階
ヘアーカットラリー 浜松市浜北区内野２４０６‐３　　
ヘアメイクア－ス 浜松市野店 浜松市東区天王町１９６２　
ヘアメイクア－ス 浜北店 浜松市浜北区平口２２６１－１　
ペットショップ 犬の家　ﾌﾟﾚ葉ｳｫｰｸ浜北店 浜松市浜北区貴布祢1200
ペッパーランチ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ベトナム食堂 浜松市中区住吉１丁目２４－７
ベベ　ルージュ 浜松市中区高林３－１１－８
ベルーナ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ベルマートキヨスク浜松１号 浜松市中区砂山町６－２ＪＲ浜松駅構内



ベルマートキヨスク浜松５号 浜松市中区砂山町６－２ＪＲ浜松駅構内
ベルマートキヨスク浜松幹線待合 浜松市中区砂山町６－２ＪＲ浜松駅構内
ペンギンニュース（株）コデラ 浜松市東区薬師町８
ﾎﾟｰﾄ24浜松店 浜松市西区坪井町4183
ほっともっと 浜松曳馬店 浜松市中区曳馬５－１７－２１
ほっともっと 浜松高丘店 浜松市中区高丘北２丁目７－４
ほっともっと 浜松高塚町店 浜松市南区高塚町４６９９
ほっともっと 浜松三方原店 浜松市北区三方原町４７６－２
ほっともっと 浜松城北店 浜松市中区城北３－３－４７
ほっともっと 浜松西美薗店 浜松市浜北区西美薗２２９４－１
ほっともっと 浜松大蒲町店 浜松市東区大蒲町８３－１６
ほっともっと 浜松大島町店 浜松市東区大島町１０４１－１
ほっともっと 浜松中田町店 浜松市東区中田町３４－１
ほっともっと 浜松都盛町店 浜松市南区都盛町１－１
ほっともっと 浜松南浅田店 浜松市中区南浅田１丁目１０－８
ほっともっと 浜松入野町店 浜松市西区入野町１０２２６－１
ほっともっと 浜松半田山店 浜松市東区半田山５丁目３９－３７
ほっともっと 浜松北島店 浜松市東区北島町３７－２
ホテルアセントプラザ浜松 浜松市中区板屋町２－１０９
ホテルウェルシーズン浜名湖 浜松市西区舘山寺町１８９１
ホテルコンコルド浜松 浜松市中区元城町１０９－１８
ホテルサウスガーデン浜松 浜松市中区砂山町３２５－３０
ホテルリブマックス浜松駅前 浜松市中区鍛冶町１－２
ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ 浜松ﾃﾞｨｰﾗｰ通り 浜松市東区篠ヶ瀬町1220-1
ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ 浜松駅東 浜松市中区中央3丁目10―28
ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ 浜松西ｲﾝﾀｰ 浜松市西区湖東町字東名北6015-1
ホテルル－トイン浜松デイ－ラ－通り 浜松市東区篠ケ瀬町１２２０ー１　
ホワイト急便　コトウ工場店　　　　　　　 浜松市西区伊左地町２５６２－３
ホワイト急便　泉３丁目店　　　　　　　　 浜松市中区泉３－１－４６
ホワイト急便　大平台店　　　　　　　　　 浜松市西区大平台３－１－８マエヤマパレス１０１
ホワイト急便　和地店　　　　　　　　　　 浜松市西区和地町６３１７－３
ホンダカーズ静岡西　Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ浜松 浜松市中区小豆餅２－３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ホンダカーズ静岡西　浜松伊場店　　　　　 浜松市西区入野町７２３
ホンダカーズ静岡西　浜松都盛店　　　　　 浜松市南区都盛町１８０
ホンダカーズ静岡西　浜北インター店　　　 浜松市浜北区西中瀬１－２１－１１
ホンダカーズ浜名湖　雄踏店 浜松市西区雄踏１丁目２２－３３
ホンダカ－ズ静岡西　浜松インタ－店　　　 浜松市東区下石田町１７７８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ホンダカ－ズ静岡西　浜松葵東店　　　　　 浜松市中区葵東１－４－４
ホンダカ－ズ静岡西　浜松幸店　　　　　　 浜松市中区幸５－４－２０
ホンダカ－ズ静岡西　浜松三方原店　　　　 浜松市北区初生町８４５－３
ホンダカ－ズ静岡西　浜松森田店　　　　　 浜松市中区森田町１０１
ホンダカ－ズ静岡西　浜松中沢店　　　　　 浜松市中区中沢町７５－２５
ボンドストリート 浜松市中区海老塚１‐１８‐１
ﾏｰﾌﾞﾙｷｬﾝﾃﾞｨ篠原店 浜松市西区篠原町１４０００
マイサカ家具 浜松市西区舞阪町浜田４７０
マイン・シュロス　　　　　　　　　　　　 浜松市中区中央３－８－１
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ２５７小豆餅店 浜松市中区小豆餅３‐１４‐３
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ２５７森田町店 浜松市中区森田町２００
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町１９８１‐３
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ イオンモール浜松志都呂店 浜松市西区志都呂２‐３７‐１
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ プレ葉ウォーク浜北店 浜松市浜北区貴布祢１２００
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 新浜松駅前店 浜松市中区鍛冶町１４０‐２Ｍ’ｓｄｒｅａｍＸ
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 都田カインズホーム店 浜松市北区新都田３‐１‐１
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 浜松駅メイワン店 浜松市中区砂山町６‐１
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 浜松茄子町店 浜松市中区茄子町３５３‐１４
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 浜松貴平店 浜松市東区貴平町５８１
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 浜松高塚町店 浜松市南区高塚町４８６０
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 浜松高林店 浜松市中区高林４‐１４‐１
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 浜松三方原店 浜松市北区三方原町７３５‐１
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 浜松西インター店 浜松市西区湖東町５７３９‐３
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 浜松長鶴町店 浜松市東区長鶴町２５５‐１
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 浜松都盛町店 浜松市南区都盛町１５０‐１
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 浜松入野店 浜松市西区入野町６３５０
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 浜松有玉南店 浜松市東区有玉南町５６５‐３
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 浜北サンストリート店 浜松市浜北区平口２８６１
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 浜北南中瀬店 浜松市浜北区西美薗２５４４
ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ DS新橋店 浜松市南区新橋町662-1
ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 浜松駅前店 浜松市中区旭町10-5
ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 浜松中央店 浜松市中区中央1-1-1
ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 浜松有楽街店 浜松市中区鍛治町319-18
マライカサンストリート浜北店 浜松市浜北区平口２８６１サンストリート浜北１Ｆ



マルトク薬局 浜松市西区舞阪町舞阪１８７７
ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ ｻﾞﾋﾞｯｸﾞ浜松葵町ｼｮｯﾌﾟ 浜松市中区葵東２－１６－５
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ NEOPASA浜松下り店 浜松市北区都田町3928-60新東名高速道路NEOPASA浜松下り線内
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ NEOPASA浜松上り店 浜松市浜北区四大地9-6新東名高速道路NEOPASA浜松上り線内
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ すずかけｾﾝﾄﾗﾙ病院店 浜松市南区田尻町120-1
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 三ヶ日都筑店 浜松市北区三ｹ日町都筑2174-1
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 上新屋楽園店 浜松市東区上新屋1-5
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松ｼﾞｬﾝﾎﾞ店 浜松市中区菅原町10-8
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松曳馬店 浜松市中区曳馬6-14-39
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松於呂店 浜松市浜北区於呂1958-1
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松貴布祢店 浜松市浜北区貴布祢2041
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松元浜町店 浜松市中区元浜町69-3
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松根洗町店 浜松市北区根洗町1290-1
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松佐鳴台1丁目店 浜松市中区佐鳴台1-818-1
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松細江町店 浜松市北区細江町中川7172番地の2555
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松三方原町店 浜松市北区三方原町1899番4
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松鹿谷町店 浜松市中区鹿谷町21-9
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松西丘町店 浜松市中区西丘町359-2
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松西山町店 浜松市西区西山町580-2
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松増楽店 浜松市南区増楽町1803-6
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松鶴見町店 浜松市南区鶴見町236番地の1
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松天王町店 浜松市東区天王町1658
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松入野町店 浜松市西区入野町16102-7
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松白羽町店 浜松市南区白羽町字大羽多17-1
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松豊保店 浜松市浜北区豊保153-13
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松北寺島町店 浜松市中区北寺島町208-6
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ 浜松北島町店 浜松市東区北島町752番地
ミルフローラ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
メインワシントン　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
メガロス浜松市野（タンニング　シングル） 浜松市東区中田町７５４－１
めぐ薬局雄踏店 浜松市西区雄踏1-16-13
ﾒﾙｶｰﾄ間渕 浜松市肴町317-17
メロー静岡　浜松店　　　　　　　　　　　 浜松市東区篠ヶ瀬町１１７９
メンズ脱毛アダムワン　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
めん処杢屋 浜松市西区入野町845-1
モスバーガー 浜松ザザシティ店 浜松市中区鍛冶町１００－１
モスバーガー 浜松高丘エンチョー店 浜松市中区高丘東５－１－２６
モスバーガー 浜松三島町店 浜松市南区三島町１３６６－２
モスバーガー 浜松三方原店 浜松市北区三方原町７８１－１
モスバーガー 浜松若林店 浜松市南区若林町１１５７－１
モスバーガー 浜松初生店 浜松市北区初生町５７－３
モスバーガー 浜松天王店 浜松市東区天王町１９８１－８
モスバーガー 浜北店 浜松市浜北区貴布祢３０００なゆた浜北１階
ﾓﾝﾀｰﾆｭ 湖東店 浜松市西区湖東町1005-3
ﾓﾝﾀｰﾆｭ 石原店 浜松市南区石原町319
ﾓﾝﾀｰﾆｭ 浜北店 浜松市浜北区西美薗2317
ﾓﾝﾀｰﾆｭ 有玉店 浜松市東区西ヶ崎町1921-2
やきとりの扇屋　浜北東美薗店 浜松市浜北区東美薗２０２－４
ヤマザキショップリカーズひおき店 浜松市天竜区春野町気田５２６－１
やまざき薬局　浜松上島店 浜松市中区上島２－１１－１０
やまじゅう　おおの 浜松市北区三ヶ日町都筑２３２０‐１
ヤマセ　吉田商店 浜松市西区雄踏町宇布見８５３９
ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸ 浜松店 浜松市中区鍛冶町321-6
やまはる園芸 浜松市浜北区新原５１１８
やまや佐鳴台店 浜松市中区佐鳴台３丁目５４－５３
やまや篠ケ瀬店 浜松市東区篠ケ瀬町２０００
やよい軒 浜松若林店 浜松市南区若林町3666-1
やよい軒 浜松店 浜松市中区砂山町322-4
やよい軒 浜松本郷町店 浜松市南区本郷町239-1
やよい軒 浜松有玉店 浜松市東区有玉南町570-1
ユーベル　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ゆめかつ　浜松駅南店 浜松市南区三島町９９－１
よらっせYUTO 浜松市西区雄踏町宇布見9981-1
ライトオン　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ラヴィ・クレール　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ 浜松店 浜松市東区天王町諏訪1981-17
ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝｽﾀｼﾞｱﾑ浜松店 浜松市東区天王町諏訪1981-17
らしんばん浜松店 浜松市中区鍛冶町１－３９ピンストライプビル２階
ラビットパール 浜松市西区大人見町１６００‐７５　　
ラフィネ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ラフレ初生 浜松市北区初生町６２６番地の１



リンガーハット　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
ルーベラ 浜松市西区舘山寺町１８９１
レストラン 花の散歩道 浜松市西区舘山寺町１９５
レモネードバイレモニカ　ぶたの大地 浜松市浜北区平口２８６１サンストリート浜北
ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄ浜松駅南店 浜松市中区砂山町３５５－１４
ローソン 新浜松駅前 浜松市中区鍛冶町２‐１
ローソン 天竜山東 浜松市天竜区山東１９３４‐１
ローソン 天竜船明 浜松市天竜区船明２１８７‐１
ローソン 浜松葵西四丁目 浜松市中区葵西４‐２８‐２９
ローソン 浜松安新町 浜松市東区安新町５８３
ローソン 浜松医大前 浜松市東区半田山４‐３‐２
ローソン 浜松引佐金指 浜松市北区引佐町金指１５７２‐４
ローソン 浜松曳馬六丁目 浜松市中区曳馬６‐１２‐９
ローソン 浜松笠井交番前 浜松市東区恒武町３５４
ローソン 浜松鴨江一丁目 浜松市中区鴨江１‐６‐５
ローソン 浜松元目町 浜松市中区元目町１２２‐５
ローソン 浜松湖東町 浜松市西区湖東町５９４４‐１
ローソン 浜松湖東町西 浜松市西区湖東町字和地山３０２９‐１
ローソン 浜松高丘北 浜松市中区高丘北１‐３８‐１５
ローソン 浜松高塚駅北 浜松市南区高塚町１４４８
ローソン 浜松高林二丁目 浜松市中区高林２‐１２‐８
ローソン 浜松細江中川 浜松市北区細江町中川７１７２‐１０５５
ローソン 浜松三島町 浜松市南区三島町１８１４
ローソン 浜松三方原 浜松市北区三方原町７６７‐１
ローソン 浜松市野町南 浜松市東区市野町字曽布田２４５５‐５
ローソン 浜松志都呂二丁目 浜松市西区志都呂２‐１９‐２０
ローソン 浜松篠ケ瀬町 浜松市東区篠ケ瀬町字下堀前８２
ローソン 浜松篠原 浜松市西区篠原町２１６３２
ローソン 浜松住吉二丁目 浜松市中区住吉２‐８‐２３
ローソン 浜松十軒町 浜松市中区十軒町６３‐１
ローソン 浜松小沢渡町 浜松市南区小沢渡町１３４４
ローソン 浜松上島 浜松市中区上島６‐２３‐７
ローソン 浜松新橋町 浜松市南区新橋町１１１６
ローソン 浜松西インター 浜松市西区湖東町５７１０‐１
ローソン 浜松西伊場町 浜松市中区西伊場町２５６０‐８
ローソン 浜松西山町 浜松市西区西山町１４３‐１１
ローソン 浜松西伝寺 浜松市南区西伝寺町１８
ローソン 浜松船越町 浜松市中区船越町４０‐２９
ローソン 浜松中沢 浜松市中区中沢町７８‐３
ローソン 浜松中野町 浜松市東区中野町２４４５‐３
ローソン 浜松田町 浜松市中区田町３２７‐２４
ローソン 浜松都田 浜松市北区都田町８５７６‐９
ローソン 浜松南伊場 浜松市南区若林町４４３‐５
ローソン 浜松南浅田 浜松市中区南浅田１‐５‐９
ローソン 浜松萩丘一丁目 浜松市中区萩丘１‐１９‐１１
ローソン 浜松姫街道 浜松市北区三方原町２４２‐１
ローソン 浜松富塚 浜松市中区富塚町２２０８
ローソン 浜松富塚北 浜松市中区富塚町６４０
ローソン 浜松米津 浜松市南区堤町８９７
ローソン 浜松法枝町 浜松市南区法枝町２５６‐３
ローソン 浜松芳川 浜松市南区安松町３７‐１７
ローソン 浜松有玉西 浜松市東区有玉西町１０６５‐１
ローソン 浜松有玉南 浜松市東区有玉南町１４８６‐１
ローソン 浜松雄踏宇布見 浜松市西区雄踏町宇布見９６９４
ローソン 浜松雄踏山崎 浜松市西区雄踏町山崎３４００‐７６
ローソン 浜松流通元町 浜松市東区流通元町３‐４
ローソン 浜北インター北 浜松市浜北区中瀬７４５７
ローソン 浜北高畑 浜松市浜北区高畑５２５
ローソン 浜北根堅 浜松市浜北区根堅２００３‐２
ローソン 浜北新原 浜松市浜北区新原３９２７‐２
ローソン 浜北染地台 浜松市浜北区染地台５‐７‐１０
ローソン 浜北中条 浜松市浜北区中条４３１‐１
ローソン 浜北東美薗 浜松市浜北区東美薗１２４５‐１
ローソン 浜北内野 浜松市浜北区内野８０９‐１
ローソン 浜北豊保 浜松市浜北区新原５０１１
ロッテリアＭＥＧＡドン・キホーテ浜松可美 浜松市南区東若林町１１番地１号
ロッテリア浜松幸店　　　　　　　　　　　 浜松市中区幸４－１－１１
ﾛ-ﾑ浜松 浜松市南区三和町10
ワッツ　浜松ザザシティ店　　　　　　　　 浜松市中区鍛冶町１５ザザシティ浜松西館地下１Ｆ
ワルツ 浜松佐鳴台店 浜松市中区佐鳴台３－４４－２０　
わんこ専門　Ｈｏｓｔ　Ｆａｍｉｌｙ 浜松市東区丸塚町５２１－２７



わんこ専門　ＨｏｓｔＦａｍｉｌｙ　薬師店 浜松市東区薬師町５０６
相生ビューティーサロン 浜松市中区相生町７‐７　
渥美薬品　　　　　　　　　　　　　　　　 浜松市中区田町３２５－１
安楽亭 浜松ささがせ店 浜松市東区篠ケ瀬町１３１０
安楽亭 浜松三方町店 浜松市北区東三方町２２２－３
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ﾋﾟｰﾜﾝﾌﾟﾗｻﾞ天王店 浜松市東区天王町1982-3
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 引佐店 浜松市北区引佐町金指1093-3
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 於呂店 浜松市浜北区於呂3960
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 高丘東店 浜松市中区高丘東3-15-8
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 志都呂店 浜松市西区志都呂1-1-1
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 小松店 浜松市浜北区小松465-3
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 小豆餅店 浜松市中区小豆餅4-17-15
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 上島駅前店 浜松市中区上島3-28-10
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 城北店 浜松市中区城北3-2-1
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 新津店 浜松市中区新津町583
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 西伊場店 浜松市中区西伊場町48-24
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 西鹿島駅前店 浜松市浜北区上島2345-585
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 西鹿島駅前店 調剤 浜松市浜北区上島2345-585
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 大平台店 浜松市西区大平台1-33-28
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 中郡店 浜松市東区中郡町1822
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 中郡店 調剤 浜松市東区中郡町1822
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 内野店 浜松市浜北区内野790-1
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 白羽店 浜松市南区白羽町737
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 姫街道店 浜松市中区葵西3-6-1
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 浜北店 浜松市浜北区本沢合127-1
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 富塚店 浜松市中区富塚町450-1
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 舞阪店 浜松市西区舞阪町浜田321
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 芳川店 浜松市南区四本松町460-1
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 名塚店 浜松市中区名塚町282-1
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 有玉南町店 浜松市東区有玉南町519
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 和合店 浜松市中区和合町220-101
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 和田店 浜松市東区和田町220-1
杏林堂ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ｴｷﾏﾁ店 浜松市中区砂山町6-2
杏林堂ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 根洗店 浜松市北区根洗町130-1
杏林堂ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ﾒｲﾜﾝｴｷﾁｶ店 浜松市中区砂山町6-1
杏林堂ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 伊左地店 浜松市西区伊左地町480-1
杏林堂ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 笠井店 浜松市東区笠井町1197-22
杏林堂ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 鴨江店 浜松市中区鴨江3-67-8
杏林堂ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 向宿店 浜松市中区向宿2-12-30
杏林堂ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 細江店 浜松市北区細江町気賀345
杏林堂ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 初生店 浜松市北区初生町1154-3
杏林堂ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 上西店 浜松市東区上西町3-12
杏林堂ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 泉店 浜松市中区泉4-12-1
杏林堂ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 天王店 浜松市東区天王町1517-1
杏林堂ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 伝馬町店 浜松市中区伝馬町313-23
杏林堂ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 南浅田店 浜松市中区南浅田2-13-5
伊藤忠 浜松バイパス店 浜松市南区下飯田町字橋羽方３７６  
移動カフェうなくん号 浜松市西区大久保町７４８‐５１
遠鉄ﾀｸｼｰ株式会社 浜松市中区上島1-11-15
奥山商店 浜松市中区尾張町１２２‐１７　　
横濱魚萬浜松南口駅前店 浜松市中区砂山町３２２－６株式会社一兆ビル１階
沖縄cafe果報 浜松市西区古人見町1089
果汁工房果琳　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
花あーと　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
花の舞地酒ショップ　本店　　　　　　　　 浜松市浜北区宮口６３２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
花大 浜松市浜北区沼２６６－７
雅楽之助　初生本店 浜松市北区初生町１０３７－１
雅楽之助　天王店 浜松市東区天王町３４９－１
回転寿司　ＡＢＲＩ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
快活ＣＬＵＢ　浜松上島 浜松市中区上島７丁目２－３０
快活ＣＬＵＢ　浜松都盛 浜松市南区都盛町１８９
快活ＣＬＵＢ　浜松南口駅前 浜松市中区砂山町３２２－６４～６Ｆ
魁力屋浜松店 浜松市南区東若林町３６－２
外山本店 浜松市北区細江町気賀６８－２
株式会社　フォースワンＡＧ 浜松市中区佐藤３丁目１２－２１
株式会社　遠州日石　ＤＤセルフせいれい三方原病院前 SS浜松市北区細江町中川７１７２‐１５９
株式会社　遠州日石　ＤＤセルフ三方原ＳＳ 浜松市北区東三方町２７６‐３
株式会社　遠州日石　ＤＤセルフ半田SS 浜松市東区半田町６７１
株式会社　遠州日石　ＤＤセルフ浜松SS 浜松市中区常盤町２‐２
株式会社　遠州日石　ＤＤセルフ平口SS 浜松市浜北区平口２３３６‐１
株式会社　遠州日石　ＤＤセルフ北基地前SS 浜松市中区高丘西１‐２‐１



株式会社　遠州日石　セルフ浜北インターＳＳ 浜松市浜北区中瀬地内２０３５‐１
株式会社　遠州日石　セルフ浜北大橋ＳＳ 浜松市浜北区永島７９０‐２
株式会社鈴秀　鈴秀　富塚ＳＳ 浜松市中区富塚町２１３２‐１８５
株式会社澤の金魚屋 浜松市中区広沢３‐２３‐１９
鎌倉パスタ　浜松中沢店９００８６　　　　 浜松市中区中沢町８３－１
関東燃料株式会社 Ｅｘｐｒｅｓｓ龍禅寺南 浜松市中区龍禅寺７４８
関東燃料株式会社 浜松南ＳＳ 浜松市南区新橋町１４５７－１
韓丼 浜松住吉店 浜松市中区住吉2-8-20
丸亀製麺　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
丸亀製麺　浜松 浜松市北区三方原町５１６－２
丸亀製麺　浜松西塚 浜松市東区西塚町３０３－６
丸亀製麺　浜松東若林 浜松市南区東若林町１２２０－１
丸亀製麺　浜北 浜松市浜北区中瀬１８１０
丸源ラーメン浜松入野店　　　　　　　　　 浜松市西区入野町９４６３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
亀庵総本店　西塚店 浜松市東区西塚町９４－１
亀庵総本店　有玉店 浜松市東区有玉北町７８９－１
吉野家1号線浜松石原町 浜松市南区石原町６９３
吉野家浜松ﾃﾞｨｰﾗｰ通り 浜松市東区和田町７７９－１
吉野家浜松駅 浜松市中区砂山町３２２－４
吉野家浜松志都呂 浜松市西区志都呂町４６－１３
吉野家浜松若林 浜松市南区若林町２７４４－４
吉野家浜松西ｲﾝﾀｰ 浜松市西区湖東町３０５３
牛角　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
牛角　向宿店 浜松市中区向宿３丁目１１－３
牛角　市野店 浜松市東区天王町１９８１－２９
牛角　入野店 浜松市西区入野町６３９３
牛角　浜松モール街店 浜松市中区千歳町７２－１明治屋ビル１Ｆ
牛角　浜松有玉店 浜松市東区有玉北町７６０－１
牛角　和合店 浜松市中区和合町１９３－８
居楽屋白木屋浜松北口駅前店 浜松市中区板屋町１１０－５浜松第一生命日通ビル１階
居食処　鶏のんちゃん 浜松市西区入野町６５０－２
魚べい志都呂店 浜松市西区志都呂２－１８－７
魚勝 浜松市西区雄踏町宇布見９３２９－１
魚民浜松南口駅前店 浜松市中区砂山町３２４－８第一伊藤ビル２階
玉子屋本舗 浜松市南区卸本町１２
鶏のジョージ浜松南口駅前店 浜松市中区砂山町３２２－６株式会社一兆ビル２階
元気堂　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
五穀屋ｎｉｃｏｅ店１ 浜松市浜北区染地台６丁目７‐１１ｎｉｃｏｅ内
光月堂 浜松市天竜区二俣町二俣１５３８－１－３
口福堂　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
好日山荘 浜松ﾒｲﾜﾝ店 浜松市中区砂山町６－１浜松メイワン５Ｆ
幸楽苑　志都呂店　　　　　　 浜松市西区志都呂二丁目４０番２３号
幸楽苑　浜松駅南店　　　　　 浜松市南区頭陀寺町２７４－３
幸楽苑　浜松西インター店　　 浜松市西区湖東町５６４９－２
酵素風呂ＰＥＡＲＬ 浜松市中区富塚町２１７‐３　　
国立天竜病院売店 浜松市浜北区於呂４２０１－２
佐川急便　浜松営業所 浜松市中区高丘西４丁目７－２２
祭用品店　凧人 浜松市中区田町３２５‐１４　　
三代目 鳥ﾒﾛ 浜松有楽街店 浜松市中区鍛冶町322ｰ171.2F
自遊空間　浜松萩丘店　　　　　　　　　　 浜松市中区萩丘２－２６－１０
若山石油株式会社　浜北ＳＳ 浜松市浜北区中瀬４００
酒ゃﾋﾞｯｸ 初生店 浜松市北区初生町727-8
酒ゃﾋﾞｯｸ 浜松店 浜松市西区入野町821-1
酒ゃﾋﾞｯｸ 浜松領家店 浜松市中区領家2-3-3
酒ゃﾋﾞｯｸ 浜北店 浜松市浜北区貴布祢858-1
寿がきや浜松ＡＢＣ　　　　　　　　　　　 浜松市中区葵西４－２５ＡＢＣ浜松店１Ｆ
寿司御殿　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
秋芳堂 浜松市中区船越町１９‐２５
出光 １号浜松バイパス飯田 浜松市南区飯田町１５９１
出光 セルフ佐藤 浜松市中区佐藤３－２２－５
出光 セルフ天王 浜松市東区天王町１７０１
出光 セルフ入野 浜松市入野町６０７５－１
出光 セルフ浜北小松 浜松市浜北区小松５００番１
出光 プリテール小豆餅 浜松市中区小豆餅２－２１－２２
春華堂　ｎｉｃｏｅイベントブース 浜松市中区鍛冶町３２１番地の１０
春華堂　ｎｉｃｏｅ店１ 浜松市浜北区染地台６丁目７‐１１ｎｉｃｏｅ内
春華堂　佐藤店１ 浜松市中区佐藤２‐３５‐２３
春華堂　佐鳴湖パークタウン店１ 浜松市中区富塚町１９２８ー８
春華堂　本店 浜松市中区鍛冶町３２１‐１０
小さなお菓子屋さん　キュイドール 浜松市西区雄踏２－１９－２３
小春茶屋 浜松市南区四本松町４９４‐２



松屋 R神立店 浜松市東区神立町118-2
松屋 R浜松高竜店 浜松市中区寺島町237
松屋 R浜松高林店 浜松市中区高林4-14-22
松下石油株式会社　セルフ貴布祢店 浜松市浜北区貴布祢３１５‐１
焼肉　Ｗａｇｙｕ　彩苑 浜松市浜北区善地４６７番地
焼肉えん 浜松市中区西伊場町４５‐１　　
焼肉ハウス　扇寿　　　　　　　　　　　　 浜松市中区中沢町８０－２５
焼肉ひふみ 浜松市中区文丘町二丁目八番地
上州屋　キャンベル浜北店 浜松市浜北区小林１４６８－１
上州屋　浜松店 浜松市中区上島６丁目２－２５
常葉大学浜松店〔Ｙショップ〕 浜松市北区都田町１２３０
新中国料理　ムーラン 浜松市西区雄踏町宇布見４８６３－１７８
新東名 NEOPASA浜松 遠鉄ﾏﾙｼｪ下り線 浜松市北区都田町7822-7
新東名 NEOPASA浜松 遠鉄ﾏﾙｼｪ上り線 浜松市浜北区大平36
新東名 NEOPASA浜松下り ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ浜松 浜松市北区都田町7822-7ﾈｵﾊﾟｰｻ浜松1F
新東名 上島珈琲店 NEOPASA浜松下り店 浜松市北区都田町7822-7新東名高速道路NEOPASA浜松下り線
新東名 上島珈琲店 浜松SA上り店 浜松市浜北区大平36NEOPASA浜松上り
新東名 浜松SA(下)ﾊｰｽﾌﾞﾗｳﾝ 浜松市北区都田町7822-7
新東名 浜松SA(上)ｻﾝｴﾄﾜｰﾙ 浜松市浜北区大平36
新東名 浜松SA上り 石松 浜松市浜北区大平36ﾈｵﾊﾟｰｻ浜松上り線
新東名 浜松上り 鶏三和 浜松市浜北区大平36NEOPASA浜松上り内
新東名天神屋浜松ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ下り線 浜松市北区都田町7822-7
新東名天神屋浜松ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ上り線 浜松市浜北区大平36
制服のキンパラ鹿谷店 浜松市中区鹿谷町２３‐２４
星乃珈琲店 浜松有玉店 浜松市東区有玉南町５８１－４
創庫生活館 浜松葵本店 浜松市中区葵西６ー１０－１５
創庫生活館 浜松可美店 浜松市南区東若林町１１７９－１
創庫生活館 浜松本店 浜松市東区中郡町１１８８－１
太陽鉱油株式会社　浜松インターＳＳ 浜松市東区流通元町１９‐１
台湾料理福満楼 浜松市中区和合町９３６‐２１９
谷島屋 ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松志都呂店 浜松市西区志都呂2―37-1ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松志都呂SC
谷島屋 ｻﾝｽﾄﾘｰﾄ浜北店 浜松市浜北区平口2861ｻﾝｽﾄﾘｰﾄ浜北1F
谷島屋 三方原店 浜松市北区三方原町759-1
谷島屋 浜松本店 浜松市中区砂山町6-1ﾒｲﾜﾝ8階
谷島屋 本沢合店 浜松市浜北区本沢合123-2
谷島屋 連尺店 浜松市中区連尺町309-1
丹波黒どり農場浜松モール街店 浜松市中区千歳町７３－１コスモ第１ビル２階
炭火焼肉　牛角　初生店 浜松市北区初生町１１５２－２３
談味酒家ふとっぱら 浜松市中区鍛冶町３２０‐１６ニューパレスビル２Ｆ　　
中央コンタクト プレ葉ウォーク浜北店 浜松市浜北区貴布祢１２００プレ葉ウォーク浜北店２Ｆ－２２３
中央コンタクト メイワン店 浜松市中区砂山町６－１浜松駅ビルメイワン４Ｆ
中央コンタクト 浜松遠鉄店 浜松市中区旭町１２－１遠鉄百貨店新館７Ｆ
中日本高速　三方原パーキング　下り線 浜松市東区有玉西町７７９－２
中日本高速　浜名湖サービスエリア 浜松市北区三ヶ日町佐久米４７－１
忠右衛門＆ＫＥＩコレクション 浜松市中区中央３‐６‐２８
辻屋商店　辻屋商店　三ケ日レークサイドSS 浜松市北区三ケ日町鵺代４‐４
天竜すずかけ病院営業所 浜松市天竜区二俣町二俣2396-56天竜すずかけ病院内
田村商店 浜松市天竜区春野町気田５８９‐８　　
島村楽器　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
東海道写楽浜松将監町店 浜松市東区将監町３７－１
東海道写楽浜松天王町店 浜松市東区天王町６３６－１
東急ハンズ 浜松店 浜松市中区砂山町３２０－２
東京書店 浜松店 浜松市高丘西2-9-33
東名 浜名湖ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ 浜松市北区三ヶ日町佐久米47-1
東名高速 三方原PA下り 売店 浜松市東区有玉西町779-2
東留 浜松市東区原島町１３７の１
肉のヤマキ商店　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
日星石油株式会社 エクスプレス志都呂給油 浜松市西区西鴨江町６４５－１
日星石油株式会社 エクスプレス浜松給油所 浜松市東区植松町１４７６－１
日本一　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
日本海庄や　ダイワロイネットホテル浜松店 浜松市中区旭町９－１－１Ｆ
寧々家 浜松駅前ﾓｰﾙ街店 浜松市中区鍛冶町503-4松菱通りB-2ﾋﾞﾙ1F
乃が美はなれ 浜松駅前販売店 浜松市中区鍛冶町５０３松菱通りＢ－２ビル東練１Ｆ
乃が美はなれ 浜松店 浜松市西区大平台３ー２９－１
備長扇屋　浜松駅南店 浜松市中区砂山町３２６－１サンサンビル
備長扇屋　浜松遠鉄自動車学校前店 浜松市東区小池町１５７８
美味しい和食と鉄板焼　はっ葉 浜松市南区高塚町４３８２
美容プラージュ　ラウンドワン 浜松市東区天王町字諏訪１９８１－１
美容プラージュ　浜松プラザ・ 浜松市東区上西町１０２０－１
美容プラージュ　浜松店　　　 浜松市中区鍛冶町２－８大軒ビル
美容室　ショウケース 浜松市中区曳馬５‐２４‐２０



美容室　和世 浜松市中区鴨江２－５５－１４
美容室ｖｅｎｔｉ　Ｄｅｃｏ 浜松市東区天王町１９８２－１
百古里庵 浜松市天竜区横川１６０
浜松とんとん庵／Ｅｄｙ 浜松市東区有玉北町１９４－１
浜松鑑定団 浜松市東区安新町１０５
浜松市博物館 浜松市中区蜆塚４－２２－１　
浜松城 浜松市中区元城町１００－２
浜松白洋舎　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
浜松白洋舎葵西店 浜松市中区葵西3ｰ25-1
浜松白洋舎原島店 浜松市東区原島町569-1
浜松白洋舎三方原店 浜松市北区東三方町130-5
浜松白洋舎篠ｹ瀬店 浜松市東区篠ｹ瀬町1247-1
浜松白洋舎初生店 浜松市北区初生町1198-1
浜松白洋舎早出店 浜松市中区早出町850
浜松労災病院店 浜松市東区将監町２５
浜北　鑑定団　　　　　　　　　　　　　　 浜松市東区半田山５－３６－１
浜北鑑定団 浜松市東区半田山５丁目３６－１
浜名湖オルゴールミュージアム 浜松市西区舘山寺町１８９１
浜名湖パルパル 浜松市西区舘山寺町１８９１
浜名湖パルパル　パルショップ 浜松市西区舘山寺町１８９１
浜名湖レークサイドプラザ 浜松市北区三ヶ日町下尾奈２００
浜名湖養魚漁業協同組合　売店 浜松市西区馬郡町２４６５　　
風と月 浜松市浜北区平口２８６１サンストリート浜北１
帽子屋ＣＡＢＯＵＲＧ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
帽子屋Ｆｌａｖａ　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
万年橋駐車場 浜松市中区田町327-24
無印良品ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松市野 浜松市東区天王町諏訪１９８１－３
無印良品ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松志都呂 浜松市西区志都呂２丁目３７－１
明屋書店 浜松渡瀬店 浜松市南区渡瀬町804-1
麺一工房　プレ葉ウォーク浜北 浜松市浜北区貴布祢1200
木曽路　浜松柳通店 浜松市中区船越町３３－２０
木俣動物病院 浜松市中区中沢町8-27
目利きの銀次浜松モール街店 浜松市中区千歳町７３－１コスモ第１ビル１階
有限会社　市川商店　三方原ＳＳ 浜松市北区三方原町１４３５　　
揚子菜館 浜松市南区楊子町４４５‐１
洋麺屋五右衛門 浜松西伊場店 浜松市中区西伊場町５６－１
洋麺屋五右衛門 有玉南店 浜松市東区有玉南町５８１－１
来来亭　志都呂店 浜松市西区志都呂１丁目２４－１４
来来亭　天竜川店 浜松市東区和田町１０９‐１
来来亭　浜松幸店 浜松市中区幸１丁目３‐１８
来来亭　浜北店 浜松市浜北区小松１６９３－１
和食さと 浜松西インター店 浜松市西区湖東町６０１１－２
和食さと 浜松板屋町店 浜松市中区板屋町１７２
和食さと 浜北店 浜松市浜北区平口２９２７－１
和食処　らいぜん浜北店 浜松市浜北区内野２７００
和洋菓子司　大和屋 浜松市西区雄踏町宇布見５２６５－１
珈琲館　アクトプラザ店　　　　　　　　　 浜松市中区板屋町１１１－２浜松アクトタワーＢ１
鍼灸サロンＥＬＬＵ 浜松市中区常盤町１４３‐２７エバーグリーンプレイス６０
餃子の王将　浜松店 浜松市中区鴨江３丁目７３－１
餃子の王将　有玉店 浜松市東区有玉北町９１－２
餃子の村長 浜松市東区上新屋町１３５－１
餃子の大福 浜松市中区西伊場町５７－１５
餃子の大福 浜松市中区西伊場町５７－１５


