
神泡体感キャンペーン　実施店舗 2018/9/20

店舗名 電話番号 住所 店舗HP

ナマステ南風浄心店 0529080456 愛知県名古屋市西区浄心1-1-6 https://nanpu.co.jp/

炎園 0529531334 愛知県名古屋市中区錦三丁目13-15錦三グルメ倶楽部4Ｆ http://www.tamami.co.jp/enen/

秘苑 0529531334 愛知県名古屋市中区錦三丁目13-15錦三グルメ倶楽部4Ｆ(姉妹店炎園にて営業中) http://www.tamami.co.jp/pion/

鉄板台所むらまさ平安通り店 0529130777 愛知県名古屋市北区平安2丁目13-21ニュー平安ビル1F http://t-muramasa.jp/

お肉家てらもと 0561915512 愛知県安城市今池町１丁目１３－５ https://onikuyateramoto.jimdofree.com/

おしのび岡崎店 0564260606 愛知県岡崎市井田南町１－９－２０１ビル２階 http://oshino-bi.com/

サンビーノ　刈谷店 0566228860 愛知県刈谷市桜町１丁目５０－１八城ビル１階 https://r.gnavi.co.jp/nazf200/

大蔵屋 05034692945 愛知県刈谷市桜町2-26サクラビル1F https://r.gnavi.co.jp/n637201/

下町鉄板台所蔵之蔵 0566912211 愛知県刈谷市相生町３丁目９－１ジジビル１階 https://r.gnavi.co.jp/n637202/

おしのび刈谷店 0566956533 愛知県刈谷市中山町５丁目１１まるみつビル２階 http://oshino-bi.com/

えんや 0566224408 愛知県刈谷市東陽町２丁目４ https://r.gnavi.co.jp/7y7ecbt00000/

とんまる 0568329622 愛知県春日井市旭町１丁目１－３ https://r.gnavi.co.jp/s3rpchnd0000/

とりまる勝川店 0568355022 愛知県春日井市旭町１丁目２－３ https://r.gnavi.co.jp/kfxhntp30000/

韓まる 0568368622 愛知県春日井市旭町１丁目４５ https://r.gnavi.co.jp/jek62cmd0000/

とりまる春日井店 0568572822 愛知県春日井市鳥居松町５丁目１１４鳥居松ビル１階 https://r.gnavi.co.jp/16au2jhd0000/

鉄板台所むらまさ 0568339456 愛知県春日井市味美町１丁目３２ http://t-muramasa.jp/

尚 0568771686 愛知県小牧市中央１丁目４５６ウォンキービル９１ http://www.nao-grill.com/

フランス蔵 0562463411 愛知県大府市中央町３丁目７１ https://r.gnavi.co.jp/5yufc2w20000/

眺座知立店 0566935506 愛知県知立市栄２丁目１０ＣＨＩＲＹＵＣＲＯＳＳＧＡＴＥ８階 http://www.cisco-co.jp/

びすとろハイボール酒場サンビーノ 0566553297 愛知県知立市新地町西新地３１－１ https://r.gnavi.co.jp/nazf201/

南風日進店 0526809456 愛知県日進市浅田町東前田２１－２ https://nanpu.co.jp/

南風　尾張旭店 0561510456 愛知県尾張旭市渋川町３丁目１５－１０ https://nanpu.co.jp/

エエジャナイカ 05033126505 愛知県豊田市小坂本町1-140 https://r.gnavi.co.jp/du63b4mf0000/

ねぎえもん 0565353050 愛知県豊田市前田町５丁目５－２ http://negiemon.boo-log.com/e330736.html

おしのび豊田店 0565240707 愛知県豊田市大林町１０丁目２－２３ http://oshino-bi.com/

金沢 0527981600 愛知県名古屋市守山区大森１丁目２９１１ https://tabelog.com/aichi/A2301/A230114/23036444/

がん汰 0527310212 愛知県名古屋市昭和区塩付通１丁目１２番地９ https://r.gnavi.co.jp/6sr9vzsj0000/

南風　庄内通店 0525235551 愛知県名古屋市西区庄内通２丁目７－５ https://nanpu.co.jp/

しゃばらむ 0525812555 愛知県名古屋市西区那古野2-19-25 http://syabaram.com/

徳川ホルモンセンターもくもく名駅店 0525893929 愛知県名古屋市西区名駅２丁目９－１２ https://akr6270256039.owst.jp/

南風池下店 0527157456 愛知県名古屋市千種区仲田２丁目６－１８ファミリー白砂１階 https://nanpu.co.jp/

南風新栄葵店 0529384456 愛知県名古屋市中区葵１丁目２７－３７新栄シティハイツ１階 https://nanpu.co.jp/

ダ・ファビオ 0522033606 愛知県名古屋市中区栄１丁目５－７ https://da-fabio.jp/

生肉流通センター栄 0526846929 愛知県名古屋市中区栄3-10-11サントウビル5Ｆ http://www.nikubar-perugia.com/access.html

ＴＡＴＥーＧＡＭＩ 0526848242 愛知県名古屋市中区栄３丁目１３－６オード・ヴィー栄２階 https://tategami-sakae.owst.jp/

ヤキニクぼんず 0522517662 愛知県名古屋市中区栄３丁目８－２５石塚ビル１－２階 https://www.suntory.co.jp/area/tokai/d/8927/

樞栄店 0522417772 愛知県名古屋市中区栄３丁目９－１３１・２・３階 http://www.taste-net.co.jp/shop/?id=MTY5

南風　丸の内堀川店 0522030456 愛知県名古屋市中区丸の内１丁目１２－１９アイコービル１階 https://nanpu.co.jp/

喜秀 0522020141 愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１４－１０丸の内Ｐ－Ａビル１階 https://r.gnavi.co.jp/7a4mrknr0000/

南風　栄北店 0529630456 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目５－３９丸の内ハイツ１階南風北店 https://nanpu.co.jp/

キッチンマツヤ 0522012082 愛知県名古屋市中区錦１丁目２０－２２ http://mty1962.web.fc2.com/matsuya.html

酒天童子 0522112311 愛知県名古屋市中区錦１丁目２０－２２ＹＭＤビル http://mty1962.web.fc2.com/syuten.html

焼鳥ダイニングｄｉｃｅ 0522287458 愛知県名古屋市中区錦２丁目１６－２０名協フシミビル２階 https://r.gnavi.co.jp/mjfhe2yu0000/

エンソウ錦店 0522228988 愛知県名古屋市中区錦３丁目１０－２９織清ビル https://enso.ne.jp/enso/

源都 0529716700 愛知県名古屋市中区錦３丁目１３－３２ワシントン第四錦ビル１階 https://r.gnavi.co.jp/pwwt7w190000/

ファーストヒル 0529518007 愛知県名古屋市中区錦３丁目１７－２７ソシアルビル３階 https://localplace.jp/t200315959/index.html

ｃａｆｅ＆ｂａｒｄｉｃｅ 0529638202 愛知県名古屋市中区錦３丁目２１－１４アスタービル２０１ https://cafebardice.owst.jp/

とりまる金山 0523322722 愛知県名古屋市中区金山１丁目６－３ニューシャポー金山１階 https://r.gnavi.co.jp/2w20k0c30000/

焼肉白金 0524520135 愛知県名古屋市中村区則武１丁目１－１９ https://r.gnavi.co.jp/fr7rbheu0000/

いろどり駅西店 0524524050 愛知県名古屋市中村区竹橋町３９－８ https://irodori-ngy.owst.jp/

炙焼小街眺座 0525815560 愛知県名古屋市中村区名駅２丁目４４－２オーキッドＧビル７階 http://www.cisco-co.jp/

咲串　おかげ屋 0525863383 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目１８－２３ https://r.gnavi.co.jp/n615205/

カリオカ 0524144029 愛知県名古屋市中村区名駅4-17-18茗荷ビル2F https://carioca-nagoya.com/

ＬＩＴＴＬＥＣＡＲＩＯＣＡ 0525831777 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目１３－１１カリオカビル１階 https://little-carioca.com/

ＴＡＴＥ－ＧＡＭＩ名駅店 0525831788 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目１４－１０ＪＲ柳橋フードマーケット６Ｆ https://r.gnavi.co.jp/gg1dtked0000/

南風　名古屋駅前店 0525830456 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２４－２６名駅Ｋ－２ビル１階 https://nanpu.co.jp/

樞名駅店 0525417772 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目３－１１くるる名駅店１階 http://www.taste-net.co.jp/shop/?id=MTY3

眺座 0525635505 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目４－３４タクトビル５階 http://www.cisco-co.jp/

生肉流通センター納屋橋 0527563618 愛知県名古屋市中村区名駅５丁目２０－６ https://namanikunayabashi.owst.jp/

くらむぼん 0528802789 愛知県名古屋市天白区塩釜口２丁目１４０４ホワイトモール２Ｆ https://r.gnavi.co.jp/d4m1hfjn0000/

まぐろ食堂まりん／高岳店 0529727474 愛知県名古屋市東区泉１丁目１９－１４ライオンズ東桜１階 https://marin.owst.jp/

ＧＯＺＡＲＵ 0529828165 愛知県名古屋市北区元志賀町１丁目６２２Ｆ http://gozaru536.com/

南風本店 0529103654 愛知県名古屋市北区中丸町１丁目４－４ https://nanpu.co.jp/

牛炭 0529823433 愛知県名古屋市北区田幡２丁目１３－２３奥村ビル１階 https://r.gnavi.co.jp/9448wh2r0000/

酔ったれ屋 0527793799 愛知県名古屋市名東区藤が丘１４４－３東名ビル１階 https://r.gnavi.co.jp/5r4y20wu0000/

トルタ藤が丘 0527789565 愛知県名古屋市名東区明が丘９７－１ https://r.gnavi.co.jp/20e69njy0000/

焼肉山 0564240020 岡崎市小呂町マヤシリ３２－３１ https://yakinikuyama.jimdo.com/

南風　岐阜芥見店 0582443456 岐阜県岐阜市芥見長山１丁目１００ https://nanpu.co.jp/

くらうど 0582653256 岐阜県岐阜市橋本町１丁目１０－１ＡＣＴＩＶＥ・Ｇ２階 https://enso.ne.jp/enso/

エンソウ玉宮 0582146231 岐阜県岐阜市玉宮町２丁目９－１ https://enso.ne.jp/enso/

サフラン本店 0582632015 岐阜県岐阜市御浪町９ https://bar-navi.suntory.co.jp/shop/0582632015/

旨いもん処　のん呑 0582748220 岐阜県岐阜市市橋５丁目１１－７ファミール上松１０７号 https://r.gnavi.co.jp/8wbr6zvg0000/

ＪＵＮＫＳ 0577360506 岐阜県高山市朝日町５０ https://www.yelp.co.jp/biz/junks-%E9%AB%98%E5%B1%B1%E5%B8%82

地球屋高山店 0577372060 岐阜県高山市本町3丁目18 https://tabelog.com/gifu/A2104/A210401/21012836/

南風　多治見店 0572214456 岐阜県多治見市太平町６丁目３８ https://nanpu.co.jp/

きんたろう 0583243882 岐阜県本巣郡北方町高屋伊勢田２丁目２８八代ビル店舗１ https://www.hotpepper.jp/strJ000029943/

たらふく亀山エコー店 0595820002 三重県亀山市東御幸町２２２ＥＣＨＯ３階 http://tarafuku.jp/store_info.html

ますや 0594285666 三重県桑名市大字安永９３５－１ https://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00343187/

煙’ｎ（ｹﾑﾝ） 05033142083 三重県四日市市諏訪栄町11-1アピカビル2F https://r.gnavi.co.jp/8uuwy3a60000/

炙家きらく 0593366777 三重県四日市市諏訪栄町7-25稲垣ビル2F http://www.aburiyakiraku.com/

下町酒場きらく 0593366777 三重県四日市市諏訪栄町7-307番街ビル2F http://www.aburiyakiraku.com/shitamachi.html

屋台や 0593338955 三重県四日市市生桑町554-7 https://tabelog.com/mie/A2402/A240201/24013691/

アイドコロ四日市店 0593513833 三重県四日市市西浦1-1-2コート西浦1F https://www.aidokoro.com/

ちょっと居酒屋じぁんが四日市駅前店 0593561023 三重県四日市市西新地８－２パレス西新地１階 https://r.gnavi.co.jp/n908901/

アイドコロ松阪店 0598262233 三重県松阪市日野町8-1 https://www.aidokoro.com/

とり金Ｔｈｅ２ｎｄ 0592136433 三重県津市栄町3-258-6イーストサイドビル1F https://hitosara.com/0006059840/

切磋琢磨 0592266077 三重県津市南丸之内16-21 https://r.gnavi.co.jp/dcb9f5s20000/

平成ホルモン平田店 0593929291 三重県鈴鹿市算所３丁目５－１平田駅前共同ビル１階 https://heisei-hirata.gorp.jp/

たらふく平田店 0593929290 三重県鈴鹿市算所３丁目５－１平田駅前共同ビル２階 https://horumon-hirata.gorp.jp/

たらふく鈴鹿中央通店 0593895589 三重県鈴鹿市西條町東澤４３０－１ http://tarafuku.jp/store_info.html

平成ホルモン 0593928100 三重県鈴鹿市中江島町１８－２５ https://heisei-shiroko.gorp.jp/

たらふく白子店 0593887647 三重県鈴鹿市南江島町１３－３ http://tarafuku.jp/store_info.html
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