
種類 店舗名 住所 電話番号
洋食料理店 ホテルルブラ王山レストランアンボメ 千種区覚王山通8丁目18番地 762-3151

弁当店 杉本牛肉店 千種区今池五丁目5番5号 731-3164

弁当店 オレンジママ 千種区仲田2-19-18 735-8300

弁当店 お弁当工房　花＊花 千種区神田町31-20 721-2585

日本料理店 ホテルルブラ王山割烹ちぐさ 千種区覚王山通8丁目18番地 762-3151

麺類店 日の出らーめん千種分店 千種区今池1-1-2 735-7355

寿司店 (株)寿司丸忠　都通店 千種区豊年町14番8号 721-2228

寿司店 (株)寿司丸忠　ピアゴ今池店 千種区今池1丁目30番6号　ピアゴ今池店内 732-3377

寿司店 (株)寿司丸忠　春岡店 千種区春岡通7-45 762-1455

給食施設 加藤病院　田代ディケア 千種区末盛通2-15 751-1596

給食施設 加藤病院　職員食堂 千種区末盛通2-15 751-1596

給食施設 学校法人名古屋電気学園愛名館食堂 千種区若水3-2-12 721-0201

給食施設 椙山女学園高等学校･中学校食堂 千種区山添町2-2 752-1183

給食施設 ちくさ病院　職員食堂 千種区内山二丁目16番16号 741-5331

給食施設 愛知淑徳中学・高等学校 千種区桜が丘23番地 781-1151

給食施設 加藤病院 千種区末盛通2-15 751-1596

給食施設 和田内科病院 千種区今池南25-5 732-1118

給食施設 ちくさ病院 千種区内山二丁目16番16号 741-5331

給食施設 名古屋市内山保育園 千種区豊年町15-12 711-0995

給食施設 名古屋市東山保育園 千種区橋本町3-4 781-2515

給食施設 名古屋市汁谷保育園 千種区汁谷町39 711-2460

給食施設 名古屋市千種台保育園 千種区希望ヶ丘2-5-8 762-6273

給食施設 名古屋市星ヶ丘保育園 千種区星ヶ丘1-23の7 762-6273

給食施設 名古屋市北千種保育園 千種区北千種二丁目1-2 722-4185

給食施設 名古屋市宮根保育園 千種区宮根台二丁目9-12 773-2823

給食施設 名古屋市振甫保育園 千種区振甫町3-34 722-8223

給食施設 名古屋市都保育園 千種区豊年町3-18 721-9934

給食施設 名古屋市春里保育園 千種区春里町2-12-4 762-3820

給食施設 名古屋市千代田橋保育園 千種区千代田橋二丁目5-12 723-2775

給食施設 さわらび園 千種区新池町1-18 782-2233

給食施設 国家公務員共済組合連合会東海病院 千種区千代田橋一丁目1番1号 711-6131

給食施設 国家公務員共済組合連合会東海病院職員食堂 千種区千代田橋一丁目1番1号 711-6131

給食施設 国家公務員共済組合連合会東海病院介護老人保健施設ちよだ 千種区千代田橋一丁目1番1号 711-6131

給食施設 どんぐり保育園 千種区仁座町120番地 782-1210

その他 介護老人保健施設　メディカルホーム大久手 千種区大久手町5-5-1 735-0551

給食施設 名古屋市立東部医療センター 千種区若水1丁目2-23 721-7171



喫茶店 椙山女学園大学生活科学部新棟カフェ 千種区星が丘元町17-3 781-1361

喫茶店 ルブラ王山ティラウンジ 千種区覚王山通8-18 762-3155

喫茶店 東海病院内喫茶 千種区千代田橋1-1-1 711-3035

喫茶店 ステージ友 千種区千代が丘3‐8 777-4441

喫茶店 バルーンショップBAP（Caf&eacute; du vent） 千種区覚王山通9丁目3番地 757-5281

喫茶店 カフェ・なかたん 千種区仲田二丁目12-25 736-3710

ファーストフード店 スガキコシステムズ(株)スガキヤ　ダイエー今池店 千種区今池5-13-26　ダイエー今池店1F 732-3166

ファーストフード店 スガキコシステムズ(株)スガキヤ　アスティ猪子石店 千種区京命1-1-32　アスティ猪子石店1F 776-1052

ファーストフード店 スガキコシステムズ(株)スガキヤ　ピアゴ今池店 千種区今池1-30-6　ピアゴ今池店6F 741-5715

ファーストフード店 モスバーガー本山四谷通店 千種区四谷通2-14-1 782-4087

ファーストフード店 スガキコシステムズ(株)スガキヤアピタ千代田橋店 千種区千代田橋2丁目1番1号アピタ千代田橋店3F 721-2351

スーパーマーケット コープ本山 千種区稲舟通1-39 781-8625

スーパーマーケット コープなかた 千種区若水3-1-6 722-0658

スーパーマーケット マックスバリュ自由ヶ丘店 千種区自由ヶ丘3丁目11番11 764-1601

スーパーマーケット バリューセンター今池店 千種区内山1-5-15 733-4300

お好み焼き店 昔の味　つる屋 千種区山門町2-50-3 751-7413

金融機関 愛知銀行　今池支店 千種区今池4-7-12 731-7181

金融機関 愛知銀行　東山支店 千種区東山通5-2 781-3151

金融機関 愛知銀行　本山支店 千種区四谷通1-10 782-2828

その他 名古屋市香流橋プール 千種区香流橋1-2-35 773-5311

その他 なぎさ東山遊園株式会社 千種区東山元町3-70東山公園内 781-0584

その他 名古屋大学消費生活協同組合　北部食堂 千種区不老町1番地 781-2577

その他 名古屋大学消費生活協同組合　南部食堂 千種区不老町1番地 781-8024

その他 名古屋大学消費生活協同組合　フレンドリィ南部 千種区不老町1番地 782-3471

その他 名古屋大学消費生活協同組合　ダイニングフォレスト 千種区不老町1番地 782-1832

その他 名古屋大学職員クラブ食堂 千種区不老町 781-1474

その他 ユニバーサルクラブ 千種区不老町名古屋大学シンポジオン2F 782-6755

その他 椙山女学園大学　学生食堂 千種区星が丘元町17-3 781-3417

その他 交流ラウンジ 千種区桜が丘23　愛知淑徳大学星ヶ丘キャンパス内 781-3221

その他 大正軒 千種区星が丘元町17-3　椙山女学園内 776-3753

その他 名古屋市立大学生協芸術工学部店食堂 千種区北千種2-1-10 712-4788

その他 Letusu 千種区桜ヶ丘23　愛知淑徳大学星ヶ丘キャンパス内売店 781-3221

その他 名古屋市立大学生協芸術工学部店売店 千種区北千種2-1-10 712-4788

その他 キッチンタカハシ 千種区東山元町3-70　東山動物園内 781-3981

その他 栄屋 千種区東山元町3-70 781-2422

その他 名古屋大学消費生活協同組合北部厚生会館購買部 千種区不老町1 782-1110

その他 名大生協南部購買 千種区不老町1 782-1112

その他 ちいさい菓子店　ｆｉｋａ． 千種区菊坂町2-2　シャトレータカギ1F 846-6657


