
1 2020/9/29

［福井県］

加盟店名 所在地 ジャンル

Woo kYon’s Kitchen あわら市 温泉５－１３０２　ハイム松月１０１　 飲食店 SL-2000-7585

TENTE 毬 あわら市 舟津４５－２１－１ 飲食店 JS-0003-0330

海舟 あわら市 二面４４－１７－１ 飲食店 JS-0005-4829

株式会社エーデン あわら市 市姫２－１５－２４ ショッピング JS-0000-4037

賛陽堂薬品 あわら市 市姫３－２３－１１　　 ショッピング PK-0000-8913

株式会社 フレッシュミートあかさき あわら市 大溝３－３－２１ ショッピング JS-0005-7279

有限会社オートサービス上野 あわら市 北１１－１６８－１　 ショッピング SL-2000-7868

J ネットレンタカーあわら湯のまち駅前店 あわら市 温泉３－５０２－８ サービス JS-0001-2956

スプリングヘアーデザイン あわら市 市姫２－２－１ サービス JS-0004-5545

旬庵 きくら 越前市 押田１－２－２７ 飲食店 JS-0001-3380

まるくち 武生店 越前市 押田１－４－１ 飲食店 JS-0000-0635

遊食楽呑 かんきち 武生楽市店 越前市 横市町２８－１４－１　エスカモール武生楽市２Ｆ 飲食店 JS-0000-3125

七輪焼肉☆ホルモン ももぞう 越前市 横市町３４－１４－１ 飲食店 JS-0002-2675

エスカルゴ 越前市 家久町４５字２７－３ 飲食店 JS-0005-0748

炭火焼肉 しゃぶしゃぶ 一心 越前市 家久町５９－１３－１ 飲食店 JS-0000-9975

料亭うおとめ 越前市 吾妻町１－４５ 飲食店 SL-2000-3918

珍々飯店 越前市 国府１－６－８ 飲食店 JS-0005-4638

大衆割烹 蕗 越前市 芝原５－５－４０ 飲食店 SL-2000-3426

三河屋 越前市 蓬莱町３－２５－１　 飲食店 SL-2000-0082

日本料理 しくら 越前市 蓬莱町５－１０ 飲食店 JS-0005-0526

メガネのハートランド 越前市 横市町５－１３　 ショッピング SL-2000-1903

ハンコ卸売センター 越前店 越前市 家久町５５－４－２ ショッピング JS-0000-1486

スクールショップ いけだや 越前市 京町２－１－５ ショッピング JS-0005-5664

くになかのケーキ屋さん 越前市 国中町６３－１３－３ ショッピング JS-0005-2607

ロフティー 越前市 芝原４－７－９８ ショッピング JS-0005-2184

加藤薬局 芝原店 越前市 芝原５－１１－２ ショッピング JS-0004-9933

ソラシド薬局 越前市 庄町１－２ ショッピング JS-0005-5652

アンシャンテタナカ 越前市 新町２２ ショッピング JS-0002-2662

アジアマーケット 越前市 新町７－８　ショッピングセンターＳＩＰＹ ショッピング SL-2000-0424

マルカワみそ株式会社 越前市 杉崎町１２－６２ ショッピング SL-2000-2714

ぶんか書店越前店 越前市 塚町２－５ ショッピング JS-0002-9318

Mr．MARKET 越前市 日野美１－３－２０　シルバービル１Ｆ ショッピング JS-0002-2809

オーナメント A 越前市 平出１－９－２２ ショッピング JS-0005-1630

skull lemon 越前市 本多１－９－１３　 ショッピング SL-2000-9430

ヘアーサロン VEIL 越前市 四郎丸町４３－３ サービス JS-0005-9018

KARANGOS 越前市 四郎丸町６１－１－９ サービス JS-0005-2086

TANDEM NAIL 越前市 塚町１－７ サービス JS-0004-7272

株式会社 河坂自動車 越前市 東千福町２１－２９ サービス JS-0003-4475

エムズネイル 武生店 越前市 府中１－２－３　センチュリープラザ１Ｆ サービス JS-0003-6858

ウシオ薬局 武生店 越前市 府中１－４－１３ サービス JS-0003-5290

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック
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リカーマーケット さかえや 越前市 押田２－１－５　 その他 SL-2000-9101

赤ちゃんデパート コマヤ 本店 越前市 家久町１０２－３－３　 その他 SL-2000-8459

林石油店 越前市 野岡町２１ー１ー８　 その他 SL-2000-4214

ジーモ 吉田郡 永平寺町松岡御公領５０３－２　 飲食店 ZN-0002-0541

株式会社 ハセガワブラザーズ 吉田郡 永平寺町諏訪間２－２３ サービス JS-0001-3650

有限会社ハセガワ重建車輌 吉田郡 永平寺町諏訪間２－２３ サービス JS-0005-2116

かど宗 坂井市 丸岡町一本田３１－１０－１　 飲食店 SL-2000-2087

Cafe Bunbun 坂井市 丸岡町霞町１－３１ 飲食店 JS-0005-5135

いづもや 坂井市 丸岡町西瓜屋２－７－３ 飲食店 JS-0005-0814

おやこ寿し 坂井市 丸岡町西里丸岡８－１ 飲食店 JS-0004-9634

四ツ屋食堂 坂井市 丸岡町本町２－３６－１ 飲食店 JS-0005-4943

ダイニングバー サンクチュアリー 坂井市 三国町つつじが丘９－２２ 飲食店 JS-0004-6259

POSSE COFFEE 坂井市 三国町運動公園２－１８－２０　 飲食店 SL-2000-5569

そば処 あおき 坂井市 三国町加戸１１９－１０－３２ 飲食店 JS-0005-4188

割烹とりや 坂井市 三国町神明２－１－２ 飲食店 AD-0000-0809

S’Amuser 坂井市 三国町北本町４－５－３１　　 飲食店 ZN-2000-5669

カフェ 小春日和 坂井市 春江町江留下高道１６９　 飲食店 SL-2000-5181

小料理 にしばた 坂井市 春江町江留上錦２５－１ 飲食店 JS-0005-7587

カラオケ ノア 坂井市 春江町江留上昭和１３８ 飲食店 JS-0005-9571

笑酒屋夢市 坂井市 春江町東太郎丸２－１－３ 飲食店 JS-0001-2174

トラック shop NAKANO 坂井市 丸岡町一本田福所２１－１０－１ ショッピング JS-0002-3991

エンジェルドッグ 丸岡店 坂井市 丸岡町吉政８－１７　ホームセンターみつわ店内 ショッピング JS-0003-1411

ダラスオートカスタム 坂井市 丸岡町舟寄１５４－１６ ショッピング JS-0001-6378

舟寄庵 坂井市 丸岡町舟寄９－１　 ショッピング SL-2000-8856

いそべ薬局 坂井市 丸岡町南横地４－４７－１ ショッピング JS-0005-7223

大木商店 坂井市 坂井町上新庄５１－３８－２ ショッピング JS-0005-5175

メディア館ニシムラ 坂井市 三国町覚善５－３０－１ ショッピング JS-0000-3815

永田洋品店 坂井市 三国町南本町４－１２－１８　　 ショッピング PK-0000-8346

おむつケーキ＆ TeaHouse CandyAlice 坂井市 三国町緑ケ丘４－１２－３ ショッピング SL-2000-9399

五月ヶ瀬 春江店 坂井市 春江町藤鷲塚４０　 ショッピング SL-2000-8857

tone hair make 坂井市 丸岡町一本田６－１２－１ サービス JS-0001-2687

tone hair make 坂井市 丸岡町一本田６－１２－１ サービス JS-0005-6281

Feliz 坂井市 坂井町徳分田３６－１４－４ サービス JS-0004-0256

ヘアーコンセプト アイアイオ 坂井市 三国町覚善３３－１－２５ サービス JS-0004-6843

ヘアースタジオ Deep 坂井市 三国町三国東２－１０－２２ サービス JS-0002-1510

平野写真館 坂井市 三国町北本町３－４－３７ サービス JS-0002-9077

HAIR ＆ MAKETiara 坂井市 春江町江留下屋敷１０９　Ｍビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0835

Xanadu hair make 坂井市 春江町江留下屋敷７４　Ｋビル１Ｆ サービス JS-0005-7092

天喰家 鯖江市 旭町１－８－１－１ 飲食店 JS-0003-3572

cachette 鯖江市 下野田町３４－２－６ 飲食店 JS-0000-9671

木々亭 鯖江店 鯖江市 丸山町３－１－１３１ 飲食店 JS-0005-7753

REGALO 鯖江市 吉江町４１１－１ 飲食店 AL-0000-0161

美歓園 中華鉄鍋燉 鯖江市 幸町１－５－２１ 飲食店 JS-0005-9570

焼肉屋 じ郎 鯖江市 三六町１－１４－７ 飲食店 JS-0005-0289
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豚ちんかん 鯖江 鯖江市 三六町１－１４－７ 飲食店 JS-0005-0294

和風ダイニング 喜福 鯖江市 上氏家町２１－５－３ 飲食店 JS-0003-4593

喜酒と UMAMI たけのうち 鯖江市 新横江２－２－１ 飲食店 JS-0004-0698

みきのや 鯖江市 東米岡１－３－１１ 飲食店 JS-0005-6108

セレネ 鯖江市 日の出町１－１８　　 飲食店 ZN-2000-2930

釜めし専門店 釜蔵 鯖江市 柳町４－５２１　 飲食店 SL-2000-5769

九龍飯店 鯖江市 有定町２－４－２８－２ 飲食店 JS-0005-5360

すし処 よかろ 鯖江市 有定町３－２－９ 飲食店 JS-0004-9889

久保田酒店 鯖江市 旭町１－１－４　 ショッピング SL-2000-6464

林呉服店 鯖江市 下野田町３８－７　 ショッピング SL-2000-1083

松田蒔絵 鯖江市 河和田町１２－１７ ショッピング JS-0004-6870

Tabby´s Guitar ＆ Music 鯖江市 丸山町１－２－１４ ショッピング JS-0005-5324

チタン工房キムラ 鯖江市 御幸町１－２－６５ ショッピング JS-0005-3170

公立丹南病院売店 鯖江市 三六町１－２－３１ ショッピング JS-0005-3977

キャンパスショップ 鯖江市 三六町２－５－１６ ショッピング JS-0005-2510

グルービー 鯖江市 三六町２－５－１７　小林ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-9253

T’s Kiss 鯖江市 石田上町３－３－２１ ショッピング JS-0002-2663

SKI PRO SHOP J1 鯖江市 東鯖江２－５－１２ ショッピング JS-0004-5527

プラザ白崎 鯖江市 本町１－３－２１　 ショッピング SL-2000-5601

LUXNAIL 鯖江店 鯖江市 つつじケ丘町１－４　ビボカーサ１Ｆ サービス JS-0005-5168

美容室クリエイト鯖江店 鯖江市 下河端町２３－８－３ サービス JS-0002-5576

PASSiON 鯖江市 神明町５ー４ー１９　 サービス SL-2000-5468

ピットステーション SABAE 鯖江市 鳥羽１－４－３ サービス JS-0004-1964

ROSSO hairmake 鯖江市 糺町２５－１１－１ サービス JS-0000-0647

ワン BOX 鯖江店 鯖江市 有定町３－１－１　パワーシティワイプラザ鯖江店内 その他 JS-0000-5262

あなぐらももんじ 三方郡 美浜町松原３６－１－１　 飲食店 SL-2000-4960

中西製菓 三方郡 美浜町久々子１８－１１ ショッピング JS-0005-4454

コワフュールデギャルソン 三方郡 美浜町興道寺１－６－２　 サービス SL-2000-8587

くるま屋 三方上中郡 若狭町安賀里７５－１－６ 飲食店 JS-0002-0212

和伊和伊亭 三方上中郡 若狭町三宅９３－４－１　 飲食店 SL-2000-7480

肉のたかだ 三方上中郡 若狭町鳥浜６０－１　　 ショッピング PK-0000-8454

コワフュール デ ギャルソン 三方上中郡 若狭町三方４２－１２－４　 サービス SL-2000-8586

割烹 峰 勝山市 郡町１－２３０ 飲食店 JS-0001-5819

ダイニング てっぱん 勝山市 滝波町２－１１９ 飲食店 JS-0002-5944

居酒屋 まさぼー 勝山市 沢町１－６－２９ 飲食店 JS-0001-7695

おいしい、ちよ鶴 勝山市 本町２－４－２　 飲食店 SL-2000-0873

株式会社 谷屋山内薬行 勝山市 沢町２－５－２０ ショッピング JS-0005-7038

観山洞 勝山市 北郷町東野２８－４７ ショッピング JS-0005-8909

合同会社田中モータース 勝山市 滝波町４－７０３ サービス JS-0004-0727

村さ来 小浜店 小浜市 駅前町１２－２１　Ｓビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2010

和さび 小浜市 駅前町２－１８ 飲食店 JS-0000-5811

おばんざい・おふくろの味 零 小浜市 駅前町２－５　２Ｆ 飲食店 JS-0004-7075

旬彩厨房 吉のぶ 小浜市 駅前町２－８ 飲食店 JS-0000-0225

旬彩厨房 吉のぶ 小浜市 駅前町２－８ 飲食店 JS-0005-2891
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炙厨房 こんろ家 福井小浜店 小浜市 駅前町２－８　おおきどビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7462

オバママ 小浜市 駅前町２－９ 飲食店 JS-0000-1382

四季食彩浜照 小浜市 駅前町３－８　　 飲食店 ZN-2000-3130

和旬 いわもと 小浜市 駅前町４－３０　ＫＴビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7845

やまと庵 小浜市 四谷町２０－１３　 飲食店 SL-2000-8282

やまと寿し本店 小浜市 四谷町２０－３５－１　 飲食店 SL-2000-8283

Dining まんまや 小浜市 四谷町９－２２　ＰＡＲＫ１０１　３Ｆ 飲食店 JS-0005-5609

いけす割烹 雅 小浜市 小浜香取１０７ 飲食店 JS-0001-0403

味道楽浜咲 小浜市 小浜酒井１－２１　　 飲食店 ZN-0002-7075

Bar ＆ Dining ZERO 小浜市 小浜酒井１－６３　村上ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-2634

神楽 小浜市 小浜酒井５－２ 飲食店 JS-0002-1318

どんど 小浜市 小浜白鬚３７　Ｄ１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4523

すし良 小浜市 水取１－８－１４　　 飲食店 ZN-0002-0549

JIN 小浜市 大手町５－２０　七福タウン００２ 飲食店 JS-0004-7108

寿司割烹 TAIKA 小浜市 大手町９－８　もりしまビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0547

HANASEN 小浜市 湯岡１７－３－５ 飲食店 JS-0003-5420

ひまわりキッチン 小浜市 府中１５－８ 飲食店 JS-0005-8267

五味焼 小浜市 伏原３０－３２－２ 飲食店 JS-0005-7834

鮨一 小浜市 福谷９－５－１ 飲食店 JS-0004-5112

有限会社藤田商店鮮魚部 小浜市 阿納尻６０－１－２ ショッピング JS-0005-5922

メガネの正視堂 小浜市 駅前町５ー２１　 ショッピング SL-2000-8724

Wind Bell 小浜市 駅前町５ー２１　 ショッピング SL-2000-8725

BON ふれーる 小浜市 駅前町６－７　 ショッピング SL-2000-8125

wamiles salon shuk 蘭 小浜市 遠敷１－４０５ ショッピング JS-0003-7321

BON AMITIE 小浜市 四谷町２０－１０　小浜ショッピングセンター２Ｆ ショッピング SL-2000-8124

志保重おばまショッピングセンター店 小浜市 四谷町７－３０ ショッピング JS-0005-8779

魚や野村 小浜市 川崎２－５－１ ショッピング JS-0005-5162

箸匠 せいわ 小浜市 竜前６－２ ショッピング JS-0005-4880

クリーニングラスカル バロー小浜店 小浜市 駅前町１３－２４ サービス JS-0005-4229

Pasha Lab． 小浜市 千種１－１０－１８　興産ビル１０１ サービス JS-0004-9484

有限会社 京極モーター 小浜市 千種１－９－３ サービス JS-0005-7624

焼肉・海鮮まるやおおい店 大飯郡 おおい町本郷１５４－１－８　 飲食店 ZN-0002-0546

居酒屋 月 大飯郡 おおい町本郷１５９－４－１ 飲食店 JS-0005-2512

別邸たち太 大飯郡 高浜町事代１－３７ 飲食店 SL-2000-8796

FAMILIAR 大飯郡 高浜町和田１１０－２６－３ 飲食店 JS-0001-1725

wamiles salon LUCE 大飯郡 おおい町成海１－８ ショッピング JS-0004-5990

まちなか交流館 大飯郡 高浜町三明１－１９－１　 ショッピング SL-2001-0346

魚竹別館 牡丹 丹生郡 越前町下糸生１１０－９ 飲食店 JS-0003-5873

地魚もてなし滝の川 丹生郡 越前町高佐１６－１９－２　 飲食店 SL-2000-8100

サクラ薬局 織田店 丹生郡 越前町織田１０６－４３－２ サービス JS-0003-5445

広比電機商会 丹生郡 越前町織田８５－２６－２　 その他 SL-2000-2012

ソニョーポリ 敦賀市 金ヶ崎町４－１　赤レンガ倉庫 飲食店 JS-0000-7973

居酒屋 ひょうたん 敦賀市 元町１０－４ 飲食店 JS-0004-0806

焼肉居酒屋 牛びより 敦賀市 砂流３６－１－５ 飲食店 JS-0000-6654
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海の幸わが家 敦賀市 若葉町１－１５３１　日本海さかな街内 飲食店 JS-0001-4849

新鮮組 敦賀市 若葉町１－１５３１　日本海さかな街内 飲食店 JS-0001-8570

味 ’s 場 敦賀市 若葉町１－１５３１　日本海さかな街内 飲食店 JS-0001-9486

味世司 敦賀市 若葉町１－１５３１　日本海さかな街内 飲食店 JS-0001-9499

よって家 敦賀市 若葉町１－１５３１　日本海さかな街内 飲食店 JS-0004-4643

そば処 にしき 敦賀市 松原町７－１５ 飲食店 JS-0005-5810

美ら 敦賀店 敦賀市 新松島町３－１２ 飲食店 JS-0002-9402

めん房 丸仁 神楽町店 敦賀市 神楽町２－１－３ 飲食店 JS-0005-8524

呑・喰・さん肴 敦賀市 清水町１－１８－９　神原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3379

一本槍 敦賀市 清水町１－１９－１８ 飲食店 JS-0001-8766

うお吟 敦賀市 相生町２１－３ 飲食店 JS-0004-7481

八千 敦賀市 中央町１－８－１４ 飲食店 JS-0004-7477

炙り厨房 こんろ家 敦賀店 敦賀市 中央町２－１２－４ 飲食店 JS-0004-2361

天勢 敦賀市 中央町２－１７－２６－１１ 飲食店 JS-0003-5956

和風料理 美の正 敦賀市 津内町２－８－８ 飲食店 JS-0001-8884

港ダイニング しおそう 敦賀市 堂４５－１－１　 飲食店 SL-2000-6079

石窯酒場 あいろんバル 敦賀市 白銀町４－１１ 飲食店 JS-0003-0994

海鮮仕事人 あいろん侍 敦賀市 白銀町４－１４ 飲食店 JS-0003-6977

ダイニングしおそう 敦賀駅前店 敦賀市 白銀町５－１０ 飲食店 JS-0000-8901

もつ番長 敦賀市 白銀町５－２６ 飲食店 JS-0000-6549

炭焼戦隊 あいろんセブン 敦賀市 平和町９－１３ 飲食店 JS-0003-0995

どんと屋 敦賀市 蓬莱町１４－１６ 飲食店 JS-0004-0530

さんじゅうや 敦賀市 本町１－１３－３ 飲食店 JS-0003-6760

旬彩和洋 SAKAMOTO 敦賀市 本町１－３－１９　上出ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8867

居酒屋 海馬 敦賀市 本町１－４－１　プリモールビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-3459

創作居酒屋 てんてん 敦賀市 本町１－９－１６ 飲食店 JS-0000-4209

酒楽家うつ海 敦賀市 本町２－７－１５ 飲食店 JS-0004-9012

炭火焼肉 ばんぶう 敦賀市 木崎１４－２４ 飲食店 SL-2000-0512

モモ蔵 敦賀店 敦賀市 木崎４５－２０－１ 飲食店 JS-0002-2751

リストランテ カルド 敦賀市 木崎５１－２４－１ 飲食店 JS-0005-4164

coto 敦賀市 呉竹町１－２－８　 ショッピング SL-2000-2415

a Naughty boy 敦賀市 呉竹町１－３１－１９ ショッピング JS-0001-2941

GOLD・JAPAN 敦賀市 呉竹町１－３８－１２　Ｙアートビル１Ｆ ショッピング JS-0000-3135

有限会社島屋 敦賀市 若葉町１－１５３１ ショッピング JS-0005-0691

まるひな良縁堂 敦賀店 敦賀市 若葉町１－１５３１　日本海さかなまち内 ショッピング JS-0005-6134

プリントショップ クワナ（メンズクワナ） 敦賀市 神楽町１－３－２２ ショッピング SL-2000-0598

South － Dog 敦賀市 中央町１－５－５　ＳＣアピタ内１Ｆ ショッピング JS-0005-8532

weekends 敦賀市 中央町１－５－５　アピタ敦賀店１Ｆ ショッピング JS-0005-8574

ビップ敦賀 敦賀市 中央町２－２２－３７　 ショッピング SL-2001-0449

もち処 おかし処 松原庵 敦賀市 鋳物師町１－２４ ショッピング JS-0005-4457

Ever Jewelry 敦賀市 白銀町１１－５　アルプラザ敦賀２Ｆ ショッピング JS-0003-6916

SAZAE 敦賀市 白銀町４－７ ショッピング JS-0001-1546

呉服屋クワナ 敦賀市 白銀町７－１３　 ショッピング SL-2000-9643

晴明書店 若狭店 敦賀市 平和町９－１５ ショッピング JS-0004-7622
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株式会社 相木魚問屋 敦賀市 蓬莱町１６－１１ ショッピング JS-0005-5454

株式会社オーディオ渡辺 敦賀市 本町２－１１－４ ショッピング JS-0000-3773

理容のざき 敦賀市 櫛林２０－４－２４ サービス JS-0005-8776

イマージュ ビス 敦賀市 古田刈６７－６１３ サービス JS-0003-7232

エムズネイル 敦賀店 敦賀市 呉竹町１－３６－１３　オリエント呉竹ビル１Ｆ サービス JS-0003-6860

hair’s bonte 敦賀市 相生町１４－２８－２ サービス JS-0000-2136

Hair Makers 敦賀市 中央町２－６－１６ サービス JS-0002-0009

patolif 敦賀市 堂５７号２１０６－１ サービス JS-0001-8111

ビューティハウス イカリ 敦賀市 木崎１９－１６－１２　 サービス SL-2000-4886

美容室 FEEL 敦賀市 木崎４３－７－５ サービス JS-0005-8256

SORA 敦賀市 野神４０－２７５－１　 サービス SL-2000-0401

豊漁丸 敦賀市 色浜３２－６－１ その他 JS-0004-9893

おむすびや穂んのり 敦賀市 新松島町１－２１　 その他 SL-2000-3500

福井みやげ 敦賀かわと 敦賀市 白銀町４－５ その他 SL-2000-3479

南越前ダイビングパーク 南条郡 南越前町甲楽城１５－２８ ショッピング JS-0004-6311

あぶり焼 もも蔵 福井市 下馬３－１７１１ 飲食店 JS-0002-2676

漢陽園 花堂店 福井市 花堂南１－４－８ 飲食店 JS-0000-4382

和彩 牧 福井市 経田１－９１６ 飲食店 JS-0000-3975

HANGOUTHUNGRY’S 福井市 月見４－２－３４ 飲食店 JS-0005-9977

HANGOUTHUNGRY’S 福井市 月見４－２－３４　　 飲食店 ZN-0002-0553

地魚もてなし滝の川 福井店 福井市 御幸４－１２－１　 飲食店 SL-2000-8101

Le plus mucho 福井市 江端町３６－１７ 飲食店 JS-0005-5643

焼肉やすきち 福井市 高木中央２－３５０６－２　　 飲食店 ZN-0002-0530

うなぎや 福井市 高木中央２－４１１８ 飲食店 JS-0004-5227

ビストロ居酒屋 懐 福井市 高木中央３－２０１９ 飲食店 JS-0004-2749

靴修理ドットコム 福井市 高木中央３－２０１９ 飲食店 JS-0005-7220

肉と韓国料理 たつりき 福井市 高木中央３－３０４　 飲食店 SL-2001-0974

グラン・シェフ クーゼー 福井市 今市町４０－１－１　ハーモニーホールふくい敷地内 飲食店 JS-0002-6338

鮨 ゆうさや 福井市 三郎丸４－２０２　サンライトビル　 飲食店 ZN-0002-0534

季ノ肴 よしかわ 福井市 若杉４－７０２ 飲食店 JS-0005-6360

ラタフィア 福井市 春山２－４－８　松井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5194

肴や千 福井市 順化１－１０－９　ドリームタウンビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8897

越前そば 見吉屋 福井市 順化１－１１－３ 飲食店 JS-0005-5720

串揚げ処 kiju 福井市 順化１－１２－１９　ＫＹビル 飲食店 JS-0000-0282

ステーキハウス アオヤマ 福井市 順化１－１３－１ 飲食店 JS-0005-9155

柳庵 福井市 順化１－１３－１３ 飲食店 JS-0000-2756

フォンデン 福井市 順化１－１３－１４　フェニックスコート１Ｆ 飲食店 JS-0003-4784

まるきゅう 福井市 順化１－１４－１７　イマオオフィスビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-1802

やきとり ごとう 福井市 順化１－１４－３　ＮＯＶＡビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-5826

BARLK 福井市 順化１－１５－４　リトルプラザ３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0621

雁ぐらし 福井市 順化１－１６－１５ 飲食店 JS-0005-6661

御料理 味真乃 福井市 順化１－１６－８　吉田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0993

炭火焼肉 春来 福井市 順化１－１７－１４　ふたばビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4165

メリエンダ・バール DESPERADO 福井市 順化１－１７－１５　オリエンタルファイブビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7415
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Viale － Naf 福井市 順化１－１７－９　ビッグラウンドビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0529

前田屋 いちりん 福井市 順化１－１９－２ 飲食店 JS-0001-6191

神無月想い出 福井市 順化１－２０－３ 飲食店 JS-0001-8883

いち陽 福井市 順化１－２１－１５ 飲食店 JS-0002-5883

のむ喜 福井市 順化１－２３－１５　高野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0545

櫻庭 福井市 順化１－２３－３　順化バレンシアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4638

北欧 福井市 順化１－７－６　４７１１ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0528

やきとり雷禅 福井市 順化１－９－８　滝の街ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4159

JUJU 福井市 順化１－９－８　滝の街ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4475

和田○商店 福井市 順化２－１２－１１　油田ビル　　 飲食店 ZN-0001-4425

やなぎ町 福井市 順化２－１２－１２ 飲食店 JS-0000-2786

吟遊 福井市 順化２－１２－１３　天谷ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6681

BAREGOIST 福井市 順化２－１２－１４　プリンスビル２０３　 飲食店 ZN-2000-2864

あぶり牧場 あん 福井市 順化２－１３－１８ 飲食店 JS-0001-7873

いわし屋 福井市 順化２－１４－１５ 飲食店 JS-0000-2772

BARCoCo 福井市 順化２－２０－１　ランドマークビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4145

あかつき 福井市 順化２－２０－１７　セレクトシティ片町１０２　 飲食店 ZN-0002-0537

Naf － Naf 福井市 順化２－２０－２　エルミオーレビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0259

酒房 ぼんくら 福井市 順化２－２０－２　エルミオーレビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-6084

酒菜魚 しまだ 福井市 順化２－２０－９ 飲食店 JS-0002-8564

猿の盃 福井市 順化２－２１－１ 飲食店 JS-0000-7080

居酒屋 花や 福井市 順化２－２１－１７　プール片町１Ｆ 飲食店 JS-0002-7715

十時 福井市 順化２－２２－１７　都ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8743

地中海バル OTTO 福井市 順化２－３－８　前川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9543

柳月亭 福井市 順化２－６－１４ 飲食店 JS-0001-3191

BEEBAR［J － GLOBE］ 福井市 順化２－８－１４　パークサイドタワービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0866

ひより 福井市 順化２－８－５　　 飲食店 ZN-2000-5749

IORI 福井市 新田塚１－１－１ 飲食店 JS-0005-0337

まんざらや むっちゃん 福井市 新田塚町７０１　Ｎファインシィティービル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6803

natural kitchen SAL 福井市 真木町１０４－１２ 飲食店 AL-0000-0353

はなみや 福井市 成和１－１５１６ 飲食店 JS-0002-8363

旬鮮うまいもん処 白扇 福井市 成和１－９０９ 飲食店 JS-0000-3001

御りょうり離世 福井市 足羽１－８－９　 飲食店 SL-2000-9349

ASUWAYAMADECK 福井市 足羽上町１１１　　 飲食店 ZN-0001-4366

いちず やまもと 福井市 大宮３－１２－２０ 飲食店 JS-0000-5692

酒場 O3 福井市 大手２－５－１４　　 飲食店 ZN-0002-0550

味の王様 福井市 大手２－５－５　辻ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1395

UNCLE 福井市 大手３－１２－１４　アンクルビル　 飲食店 ZN-0002-0539

錦輝 福井市 大手３－１４－６　　 飲食店 ZN-0002-0535

呑み処 たけうち 福井市 大手３－６－５ 飲食店 JS-0004-5493

むげん 福井市 大和田２－２０２　Ｏｐｍビル１０４　 飲食店 ZN-0002-0544

越前海鮮屋 福井市 中央１－１０－８ 飲食店 JS-0005-1452

Bistro ＆ Bar Bono 福井市 中央１－１９－１ 飲食店 JS-0003-8041

Tramonti 福井市 中央１－１９－１　玉村第１ビル３Ｆ 飲食店 JS-0005-7902
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オステリアダシルバーノ 福井市 中央１－１９－１１　岩佐ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4464

ニトヲエル 福井市 中央３－１－１７　多田元ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-1103

モンシェル トントン 福井市 中央３－１４－１０　キヨウエイビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-5522

織々屋 福井市 中央３－４－１４　　 飲食店 ZN-0002-0527

紋や 福井市 中央３－４－６　　 飲食店 ZN-0002-0532

炭火焼肉明月館 福井市 町屋２－１１－１９　　 飲食店 ZN-0002-0531

ごはんばーきえんの徴 福井市 堂島町２２－５－１ 飲食店 JS-0000-5127

錦場四ツ居 福井市 南四ツ居１－９－２１　　 飲食店 ZN-0002-0526

天下一品 福井二の宮店 福井市 二の宮２－８－６９ 飲食店 JS-0005-2760

il bosco 福井市 二の宮３－１３－２３ 飲食店 JS-0000-3474

菜な花 福井市 二の宮３－２３－３２　 飲食店 SL-2000-7457

馳走えん 福井市 二の宮４－２７－１９　　 飲食店 ZN-2000-5596

居酒屋かかし 福井市 日光２－８－１３ 飲食店 JS-0005-9142

多国籍居酒屋シャンガリ 福井市 日之出１－１４－１０　坪井ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-6175

松田屋 福井市 日之出１－２２－１７ 飲食店 JS-0001-6773

白楽 福井市 日之出２－１５－３２ 飲食店 JS-0004-8847

来喜 福井市 八重巻東町１５－６－８ 飲食店 JS-0005-0508

炭火焼肉 つよし 福井市 板垣１－５２５　１Ｆ 飲食店 JS-0004-7972

オステリア マーゴ 福井市 板垣５－９０１　板垣プラザ１０２ 飲食店 JS-0005-3601

さえずり 福井市 風巻町２７－２　　 飲食店 ZN-0002-5865

九・九八 福井市 福１－１６０９ 飲食店 JS-0005-4897

のの庵 福井市 文京５－１３－３３ 飲食店 JS-0005-9403

炭火焼鳥 おやじのげんこつ 福井市 文京５－１７－１ 飲食店 JS-0000-7129

pizzeria felice 福井市 北四ツ居１－２６－１９ 飲食店 JS-0005-4184

馬乃屋 木田店 福井市 木田町１３０６ 飲食店 JS-0005-4878

AfterHoursBarH．A．N．D 福井市 問屋町１－１６４　五十嵐ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1798

和びさび TONYA 福井市 問屋町１－１６６　　 飲食店 ZN-0002-0548

石うす挽き手打ちそば処 きょうや 福井市 和田中２－９３６－２ 飲食店 JS-0005-5634

和乃肉華楽 福井市 和田東１－１０１　　 飲食店 ZN-0002-0552

馬乃屋 本店 福井市 渕４－７０２ 飲食店 JS-0005-4875

クラブ サンタ 福井市 みのり１－２８－１８ ショッピング JS-0004-6314

はまや 福井市 みのり３－２１－１２ ショッピング JS-0005-4448

さっちゃんのママ 福井市 羽水２－１２２　　 ショッピング ZN-0003-1538

F・sourire 福井市 羽水２－１２７ ショッピング JS-0005-6858

ATRIUM 福井市 下馬３－１３０２ ショッピング JS-0002-1906

キングファミリー 福井羽水店 福井市 下馬３－３０１ ショッピング JS-0005-8190

福井厚生病院売店 福井市 下六条町２０１ ショッピング JS-0005-3936

REAL 福井市 花月４－４－１７　イトー硝ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-7524

ポレポレベーカリー 福井市 花堂南１－３－６ ショッピング JS-0005-7899

PHASE 花堂店 福井市 花堂北２－５－１０ ショッピング JS-0005-9407

ベルカルテ 福井市 開発２－１０５　開発ガーデンスクウェア１０３ ショッピング JS-0001-1673

アンジュシュシュ 福井市 開発２－７１０　開発野阪ビル ショッピング JS-0001-5827

はんこ屋さん 21 福井店 福井市 乾徳１－５－１　Ｍビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-5351

音楽工房 かわばた 福井市 久喜津町５２－１１ ショッピング JS-0005-9009
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コピーエクスプレス ワッセ店 福井市 久喜津町５５－２０ ショッピング JS-0005-2283

はな里 福井市 江端町３６－１ ショッピング JS-0000-1653

吟撰肉匠 立力 福井市 高木中央３－３０４　 ショッピング SL-2001-0740

コレクションズ S 福井市 高木町５５－９　１Ｆ ショッピング JS-0000-3254

日和 福井市 山奥町５８－８５－１ ショッピング JS-0005-0138

コピーエクスプレス 四ツ井店 福井市 四ツ井１－５－６ ショッピング JS-0005-2308

オルロージュ 福井市 種池町２－４０４ ショッピング JS-0001-3131

坂井時計店 福井市 春山２－５－２０　 ショッピング SL-2000-7851

株式会社越前かに成前 福井市 順化１－１４－１５　　 ショッピング ZN-0002-5654

スワンベーカリー パリオ店 福井市 松城町１２－７　パリオＣＩＴＹ内 ショッピング JS-0005-5343

メンズショップ つちだ 福井市 新田塚１－３０－１ ショッピング JS-0004-1764

入場タイヤ株式会社 本社 福井市 西開発３－４０８ ショッピング JS-0000-3595

タイヤガーデン福井 福井市 西開発３－４０９ ショッピング JS-0000-3676

タイヤショップ T － STYLE 福井市 浅水町１０２－５ ショッピング JS-0000-5251

Kartell Fukui 福井市 大願寺２－８－８　ｌａ１３６内 ショッピング SL-2000-3438

zulma 福井店 福井市 大宮２－１０－１５　カーサ大宮１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-6488

クロロフイル美顔教室サカヰヤ 福井市 大手２－２－１５ ショッピング JS-0003-8253

Co 福井市 大手３－１－１５　ビアンモア大手ビル１Ｆ ショッピング AD-0001-0003

CASA Wei β 福井市 大手３－１－１５　ビアンモア大手ビル２Ｆ ショッピング AD-0001-0004

CASA Rot 福井市 大手３－１－１５　ビアンモア大手ビル２Ｆ ショッピング AD-0001-0005

fleur de lis 福井市 大手３－１－１５　ビアンモア大手ビル７Ｆ ショッピング AD-0000-0481

森八大名閣 福井市 大手３－１５－９ ショッピング JS-0001-3130

リーガルシューズ福井店 福井市 大手３－５－１０　 ショッピング SL-2001-0223

キッズキッス エルパ店 福井市 大和田２－１２１２　 ショッピング SL-2000-3642

Co 福井市 大手３－１－１５　ビアンモア大手ビル１Ｆ ショッピング AD-0001-0003

CASA Wei β 福井市 大手３－１－１５　ビアンモア大手ビル２Ｆ ショッピング AD-0001-0004

CASA Rot 福井市 大手３－１－１５　ビアンモア大手ビル２Ｆ ショッピング AD-0001-0005

メンズスポット ヨシカワ 福井市 中央１－１５－１０ ショッピング JS-0000-1041

berkut（ベルクート） 福井市 中央１－１５－４　 ショッピング SL-2001-0222

グローブ 福井市 中央１－１６－８ ショッピング JS-0000-2707

fox 福井市 中央１－１７－１　ビッグアップルビレッジ１Ｆ ショッピング JS-0000-6884

増永眼鏡店 福井市 中央１－１９－１６　 ショッピング SL-2000-2457

ホットマン福井店 福井市 中央１－２１－３２ ショッピング JS-0002-0947

BIEN MORE GOLF 福井市 中央１－２１－３９　１Ｆ ショッピング AD-0001-0008

paperglass FUKUI 福井市 中央１－５－１１ ショッピング JS-0001-8670

ふくい工芸舎 福井市 中央１－９－２９　エコライフプラザ２Ｆ ショッピング JS-0005-6852

有限会社 北島米穀店 福井市 中央２－９－５ ショッピング JS-0005-7058

オーダースーツ専門店 DoCompany 福井市 灯明寺１－１３０１　 ショッピング SL-2000-2434

キングファミリー 二の宮店 福井市 二の宮２－３１－３４ ショッピング JS-0005-8450

御菓子司 栄太楼 福井市 二の宮４－４－５ ショッピング JS-0005-4639

キングラム 福井本店 福井市 二の宮５－１８－１ ショッピング JS-0004-9296

ワーキングショップやまほ 福井市 板垣３－１６１９　Ｍビル ショッピング JS-0002-2839

アンマイユー 福井市 文京１－２８－７　コンフォート文京１Ｆ ショッピング JS-0005-6303

サブリナ 福井市 文京２－８－８ ショッピング JS-0005-1307
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アロマハウス 福井市 文京３－１０－１０　 ショッピング SL-2000-9300

フローレンス 福井市 米松２－２４－５０　青山ビル３Ｆ ショッピング SL-2000-1374

丸松茶舗 福井市 宝永４－１－２２　 ショッピング SL-2000-4345

C ＆ C Fukui 福井市 問屋町２－４２ ショッピング JS-0005-5975

コスメティック浪華 福井市 有楽町１４－５　 ショッピング SL-2000-3314

デボン熱帯魚館 福井市 和田東２－１４０２ ショッピング JS-0003-0220

フラワーショップ 開花園 福井市 髙柳１－８０８　 ショッピング SL-2000-9766

Hair produce OluOlu 福井市 下荒井町４－２２ サービス JS-0000-9323

有限会社アサダモータース 福井市 下森田町６－３０－１ サービス JS-0004-4673

ありさんクリーニング 花堂店 福井市 花堂中１－６－１１ サービス JS-0005-5961

citron 福井市 開発２－３０３－１ サービス SL-2000-3769

ヘアーフォーカス 福井市 経田２－１００４ サービス JS-0004-3573

Diglanc 福井市 光陽２－２－３９　ウエストプラザ２Ａ サービス JS-0000-2588

C ／ HAIR CREATION 福井市 江端町１２－２９－１ サービス JS-0000-7525

Superior 福井市 江端町２２－９－５　　 サービス ZN-0003-0830

エムズネイル 高木店 福井市 高木中央３－１９０６　ピースヴィレッジ１Ｆ－Ｃ サービス JS-0003-6861

クリーニング白洋舎種池店 福井市 種池２－７０９ サービス JS-0005-5660

アルファ美容室 本店 福井市 順化２－５－１ サービス JS-0001-7224

美容室 LAUGH 福井市 照手４－７－１１ サービス JS-0000-2868

リズム 福井市 新田塚２－２４－２０ サービス JS-0000-5662

アルファ美容室 成和店 福井市 成和１－２０６－１ サービス JS-0001-7068

革修復どっとコム 福井市 大宮１－１１－２７　清水ビル３Ｆ サービス JS-0005-7216

エムズネイル 福井店 福井市 大手２－２－１５　ＨＡＳ２ビル２Ｆ サービス JS-0003-6862

Ank Cell monail 福井市 大町１０－２－２ サービス JS-0002-8736

APPLE 福井市 中央１－１７－１　アップルビル１Ｆ サービス JS-0005-9081

ニコニコレンタカー福井駅前店 福井市 中央１－４－１５　三谷屋ビル１Ｆ サービス JS-0002-3992

アオイ 駅前店 福井市 中央１－４－１６ サービス JS-0004-4634

目の美容院 福井サロン 福井市 中央１－６－１７　中央タワーパーキングビル２Ｆ サービス JS-0003-2632

美容室 Deage 福井市 長本町４１０ サービス JS-0004-9323

insense 福井市 定正町１００４ サービス JS-0002-0188

Orang Orang 福井市 南四ツ居１－２２－１８ サービス JS-0004-7414

ヘアメイク ケセラセラ 福井市 二の宮４－３－２１ サービス JS-0005-2456

アオイ 新田塚店 福井市 二の宮５－１８－２６ サービス JS-0004-4633

TWINS 福井市 日光２－２－５　林マンション１Ｆ－１０２ＴＷＩＮＳ サービス JS-0001-6421

J ネットレンタカー福井駅前店 福井市 日之出１－１８－１７ サービス JS-0001-2873

give ＆ give HAIR 福井市 板垣２－１０３　ラ・エストールＥ サービス JS-0000-2608

プリティドッグ 福井市 板垣５－５０１ サービス JS-0005-8958

Blondie 福井市 飯塚町１３－１０６　ルーラルｂ サービス JS-0004-0393

mint blue 福井市 飯塚町２９－１０２　カーサ・アレグラ１Ｆ サービス JS-0002-7717

空ノ雲 福井市 福新町２００４－２ サービス JS-0000-8957

H ＆ B 福井整体院 福井市 文京３－２０－１０ サービス JS-0004-3570

Hair Salon Bplus 福井市 文京６－１７－８　ツインロワイアル１Ｆ西側 サービス JS-0004-1650

ロックランド 福井市 文京７－１１－１３ サービス JS-0005-5993

まつだクリーニングショップ 福井市 文京７－９－３１ サービス JS-0003-7900
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いやしのサロン アロマクラシカ 福井市 和田中町舟橋７－１　福井県済生会病院東館８Ｆ サービス JS-0004-7409

Eleanor 福井市 渕町４３－５１－２０ サービス JS-0000-6894

キッチンガーデン ヨンズ 福井市 下荒井町２０－６　 その他 SL-2000-5888

CURLSTYLE 福井市 学園２－１－２３　吉田ビル１０２ その他 SL-2000-9064

鏡屋 福井市 順化２－１６－１０　 その他 SL-2000-1930

福井ウクレレクラスタ楽音 福井市 文京３－１－２９　杉森ビル１Ｆ その他 SL-2000-2497

赤ちゃんデパートコマヤ 福井文京店 福井市 文京６－１４－１０　 その他 SL-2000-8458

オカダ薬局 福井市 豊島２－８－３　 その他 SL-2000-7259

ふとんの安井（株式会社 安井） 福井市 問屋町４－５０７　 その他 SL-2000-2340

ペットショップまあぶる 福井市 門前２－９２０ その他 JS-0002-5391


