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遊膳だいきち郷ヶ丘 いわき市 郷ヶ丘４－３２－１　　 飲食店 ZN-0001-3696

地魚料理 煕 いわき市 好間町上好間字南町田２２ 飲食店 JS-0005-2511

株式会社ワンダーファーム 森のキッチン いわき市 四倉町中島字広町１　 飲食店 SL-2000-8780

めざせ そばや いわき市 小名浜栄町３－１　ＳＥＬＡビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9359

SAKE ＆ SAKANA MUME いわき市 小名浜花畑町１２－１７　寿ビル１０３ 飲食店 JS-0001-5773

いわき七浜 いわき市 小名浜字蛭川南５４－１ 飲食店 JS-0003-6605

和食いなびかり いわき市 小名浜寺廻町１３－３ 飲食店 JS-0001-8955

膳と宴 小名浜店 いわき市 小名浜西町１－４　小名浜第一ホテル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3618

居酒屋駒 いわき市 小名浜中原９－８ 飲食店 JS-0001-1525

酒蔵 鮭 いわき市 小名浜定西１７４－２ 飲食店 JS-0004-1456

Clover Table いわき市 小名浜林城作入１６０－２ 飲食店 SL-2000-4183

鳥静 いわき市 常磐関船町志座７－２ 飲食店 JS-0004-8104

お宿ごはん つだや いわき市 常磐湯本町三函２０８ 飲食店 JS-0001-5857

焼肉牡丹苑 いわき市 植田町中央３－４－４　　 飲食店 ZN-0002-4215

焼肉 田 ～ DEN ～ いわき市 植田町本町２－６－１３－１　大武ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-0772

LoungeJardin いわき市 泉町１－３－２９　吉田ビル１０２　 飲食店 PK-0000-0094

たべのみ家 火縄銃 いわき市 泉町滝尻折返６８－５ 飲食店 JS-0002-8521

和風ダイニング季秀 いわき市 泉町滝尻南坪１１　１Ｆ 飲食店 JS-0004-3440

旬彩ダイニング なかなか いわき市 平２－１８ 飲食店 JS-0002-5936

THE 鉄板や いわき市 平２－２７－２　ひかりビル１０３ 飲食店 JS-0002-9713

中華 DINING 龍鳳 いわき市 平３－３７－３　　 飲食店 ZN-2000-7134

仏蘭西遊膳まつうら いわき市 平愛谷町１－３－２ 飲食店 JS-0000-3771

食道園 いわき市 平三倉６４－２ 飲食店 JS-0002-4934

炭火焼き源市二町目店 いわき市 平字２－３２ 飲食店 JS-0006-0073

くいものや TaWaRa いわき市 平字３－９－１　 飲食店 SL-2000-6967

海鮮酒場げんた いわき市 平字白銀町６－６　 飲食店 SL-2001-0229

イタリアンダイナー バッカス いわき市 平上荒川字安草１６　荒川テナントＢ 飲食店 SL-2000-8539

舟むら いわき市 平新田前３－１８ 飲食店 JS-0003-3823

タローズカフェ いわき市 平谷川瀬１－８－７　永山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8580

季節料理と旬の肴 けん家 いわき市 平谷川瀬泉町７４－３ 飲食店 JS-0004-0396

炉ばた焼き 源市 いわき市 平谷川瀬堂ノ入４８－１ 飲食店 JS-0001-5619

久松 いわき市 平田町１０－８　光栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7582

やきとり手羽揚の大将 いわき市 平田町１－１７ 飲食店 JS-0004-2343

THEBAR 美酒 いわき市 平田町１５－３　ＤＳビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0844

楽彩味処源太 いわき市 平田町１７－３ 飲食店 JS-0003-8806

ダイニングバーレーブル いわき市 平田町１９－６　アマビーレビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3531

てまえみそ いわき市 平田町５３　舩生ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5612

Colore いわき市 平田町５４－９　エレガンスビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8035

焼肉チャンゴ いわき市 平田町５６　　 飲食店 ZN-0001-3708

HumanDining まじや いわき市 平南町６６　ＮＣビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5743

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック
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しんげん いわき市 平南町６７ 飲食店 JS-0000-5055

いとう いわき市 平南町７３　　 飲食店 ZN-0001-3519

レストランシェ栗崎 いわき市 平南白土２－１０－６ 飲食店 JS-0000-8317

相撲茶屋吾妻国 いわき市 平梅香町１－１ 飲食店 JS-0000-4082

炭焼の大将 いわき市 平白銀町１－１ 飲食店 JS-0004-2373

魚処寿々花 いわき市 平白銀町１－４ 飲食店 JS-0000-3689

ダイニングバー Sakazuki いわき市 平白銀町２－１　吉田第３ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-6106

しろがねあぶらや いわき市 平白銀町３－１　石島公民館 飲食店 JS-0000-8511

楽膳そう吉 いわき市 平白銀町３－９　ＹＳビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-9723

いわき駅前赤ひょうたん いわき市 平白銀町８－６ 飲食店 JS-0000-8183

株式会社ワンダーファーム 森のマルシェ いわき市 四倉町中島字広町１　 ショッピング SL-2000-8781

GLORY SURF いわき市 四倉町東３－１３６－１３ ショッピング JS-0000-0644

Rue de SAKURA いわき市 鹿島町久保１－１－３　１Ｆ ショッピング JS-0003-7404

M － TWO エブリア店 いわき市 鹿島町米田日渡５ ショッピング JS-0002-4342

ジュエリー庄司 いわき市 鹿島町米田日渡５　鹿島ＳＣ　１Ｆ ショッピング SL-2000-1205

リブレット いわき市 鹿島町米田馬場１－２ ショッピング JS-0001-6533

LUCAS いわき市 小島町３－１２－４　あじまビル１０１ ショッピング JS-0000-7275

花の店　いしい いわき市 小名浜愛宕町１３－１３　　 ショッピング PK-0000-8960

ときわ書店いわき小名浜店 いわき市 小名浜岡小名広畑２７－６ ショッピング JS-0000-7503

メガネと補聴器 カーム いわき市 小名浜住吉飯塚２５－４ ショッピング JS-0002-6410

クライミングパークドロップイン いわき市 常磐関船町宮下４－４ ショッピング JS-0004-1745

メガネプランナー HAMADA 湯本店 いわき市 常磐西郷町金山１４－４ ショッピング JS-0001-1997

BleueChouette いわき市 泉町滝尻字六百町１－１　泉テラスＨ ショッピング JS-0002-0941

サトウ時計店 いわき市 泉町滝尻折返５７　　 ショッピング ZN-0001-4131

サンスポーツ いわき市 泉町滝尻折返５７－１ ショッピング JS-0001-0227

丸久 いわき市 内郷綴町一之坪３５ ショッピング JS-0004-0195

ビックベル一町目店 いわき市 平１－１０ ショッピング SL-2000-3311

マルエ いわき市 平３－３－１　 ショッピング SL-2001-1244

NEO － CLASSIC PART2 いわき市 平４－１１－２ ショッピング JS-0002-6750

カメラのシミズイトーヨーカドー平店 いわき市 平６－６－２　イトーヨーカドー平店内 ショッピング JS-0000-6908

M － TWOMEN’S 店 いわき市 平紺屋町５２ ショッピング JS-0002-4341

クラシックストア いわき市 平字５－１６ー５　植村ビル１ーＢ ショッピング SL-2000-0910

テニス＆バドミントンショップオレンジ いわき市 平上荒川字島田８－３ ショッピング JS-0004-8884

ペットメモリアル たいら いわき市 平正内町８７ ショッピング JS-0002-4183

あわのや酒店 いわき市 平大工町１１－８　　 ショッピング ZN-2000-4091

オーダースーツ セレク堂 いわき市 平谷川瀬３－１９－１７　永山スペースＩ３０２号室 ショッピング JS-0005-3014

no．vel いわき市 平谷川瀬３－６－１　九善ビル１２ ショッピング JS-0002-4440

Gateau de SAKURA いわき市 平谷川瀬三十九町５０－３ ショッピング JS-0003-7405

Fleur いわき市 平中町１－１ ショッピング JS-0001-2924

吉田屋青果店 いわき市 平南町７１　　 ショッピング ZN-0001-4122

M － TWO ベルフジ店 いわき市 平白銀町９－１ ショッピング JS-0002-4340

酒のいとう いわき市 勿来町窪田町通２－１２５－１　 ショッピング SL-2000-2699

有限会社アクアランドはなばた いわき市 勿来町四沢渋町３３ ショッピング JS-0001-8608

CoCo ＆ wow hisanohama いわき市 久之浜町久之浜北町５２－１ サービス JS-0003-3654
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Ares’Hairz いわき勿来 いわき市 錦町江栗大町１８　ヨークタウン内 サービス JS-0005-6809

ダイハツにしき いわき市 錦町徳力４－１ サービス JS-0001-1596

anvi いわき市 佐糠町１－９－４ サービス JS-0001-2115

AVANCE いわき市 佐糠町八反田５５－２ サービス JS-0001-2116

グラッシーコーティング いわき店 いわき市 鹿島町船戸沼田１－１３ サービス JS-0002-4077

ナチュール鹿島店 いわき市 鹿島町船戸沼田１－１７　１Ｆ サービス JS-0000-4188

ヘアーズギャラリー いわき市 鹿島町米田南内５－７ サービス JS-0000-9961

太陽自動車株式会社 いわき市 小名浜岡小名沖１８ サービス JS-0001-0775

ユアーズギャラリー いわき市 小名浜君ヶ塚町１８－１３ サービス JS-0001-3348

D・Spirit1 いわき市 小名浜大原字新堀１０１－１１　　 サービス PK-0000-8994

エムズアルカディア いわき市 小名浜大原中坪２１－４ サービス JS-0003-4535

Ciel いわき市 常磐湯本町八仙　５７－１ サービス SL-2000-0897

美容室ボヌール いわき市 植田町中央３－２－１１ サービス JS-0003-1465

有限会社エムズカーリサイクルサービス いわき市 泉町下川境ノ町１７ サービス JS-0004-8743

petsalonFLOCKE いわき市 泉町下川須賀蛭２７－３４ サービス JS-0005-4219

エムズフォーメン いわき市 泉町滝尻御前田４－１ サービス JS-0003-4534

スマホ修理王国 いわき市 中央台飯野４－１　ラパークいわき１Ｆ サービス JS-0002-7970

さかい動物病院 いわき市 内郷綴町金谷２－１３ サービス JS-0000-8779

マ・シェリー・アンジュ いわき市 内郷綴町沼尻１０１ サービス JS-0001-8177

オブジェアクロス いわき市 平下神谷後原５４－１ サービス JS-0000-9962

VTGeyelash いわき店 いわき市 平作町１－３－１１　ＴＫビル１０２ サービス JS-0004-5872

ペットサロン Teera いわき市 平三倉６９－１ サービス JS-0004-6718

FishShop すがの いわき市 平中町６　　 サービス ZN-0002-9732

モッズヘアいわき銀座通り店 いわき市 平田町６８　　 サービス ZN-0001-3981

CoCo ＆ wow いわき市 平堂根町１－１　根守ビルＡ サービス JS-0003-3655

スズキオートサービス いわき市 平祢宜町２－４ サービス JS-0001-8376

ハリカ平店 いわき市 平正月町３１－３　 その他 SL-2000-9206

BSW 安達郡 大玉村大山広松３６－１ ショッピング JS-0001-6363

松よし 伊達郡 川俣町新中町４０ 飲食店 JS-0000-2940

すし竹桑折店 伊達郡 桑折町字西７５－１ ショッピング JS-0004-8925

ナビオタカハシ 伊達郡 桑折町谷地南５－２ ショッピング JS-0000-3860

らいふぴあ 伊達郡 国見町藤田日渡四１６－２ ショッピング JS-0000-4351

福島県絹人繊織物構造改善工業組合 伊達郡 川俣町鶴沢東１３－１　かわまたおりもの展示館 ショッピング JS-0003-0128

ラミーネクスト 伊達郡 川俣町鶴沢字学校前１－２　 サービス SL-2000-5512

味工房　伊達店 伊達市 沓形４１－６　　 飲食店 PK-0000-8537

魚の 伊達市 保原町８－１６－３ 飲食店 JS-0002-5370

炭火焼八剣伝 伊達市 保原町宮下１１０－３ 飲食店 JS-0000-6753

飲み食い処 天狗 伊達市 保原町宮下２３　三煌ビル１Ｆ・２Ｆ 飲食店 JS-0002-4473

トラットリアラワサビ 伊達市 保原町市柳町１－１ 飲食店 JS-0004-7581

てぃあめがね伊達店 伊達市 岡前２０－４ ショッピング JS-0005-4592

スマイルズ 伊達市 干供田２６ ショッピング JS-0002-1453

まるぎん 伊達市 月舘町布川字赤井堂８ ショッピング JS-0005-8219

テラシマスタンプ 伊達市 保原町６－１－１　　 ショッピング PK-0000-8806

菓子舗　いづみや 伊達市 保原町字４－１６　　 ショッピング PK-0000-8384
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すし竹赤橋店 伊達市 保原町赤橋４４－３ ショッピング JS-0004-8886

すし竹伊達店 伊達市 北後８－１０ ショッピング JS-0004-8750

FUNNY 福島伊達 伊達市 前川原５５　ヨークタウン伊達店 サービス JS-0005-6933

美容室 Hanabi 本店 伊達市 保原町元木７７－４　元木ハイツ１０２ サービス JS-0000-2942

FLORIS HAIR ART 伊達市 保原町実町６２－５ サービス JS-0005-4942

Ace・Garage 伊達市 保原町大和１４８－１ サービス JS-0002-5113

ダイハツ保原 伊達市 保原町大和１５２ サービス JS-0002-5034

焼肉居酒屋たけはら 河沼郡 会津坂下町惣六１ 飲食店 JS-0003-5458

ビークルライン 河沼郡 会津坂下町金上畑添６－１ ショッピング JS-0002-4349

田村屋 河沼郡 会津坂下町市中二番甲３６４３－２ ショッピング JS-0002-7451

さくら肉専門竹原 河沼郡 会津坂下町惣六１ ショッピング JS-0003-5425

タガ自動車販売本社 河沼郡 会津坂下町宮古台畑２８４１－１ サービス JS-0001-2016

ヘアラウンジ comorebi 河沼郡 会津坂下町松ノ目１５７０－１ サービス JS-0000-4834

YAKi 家 会津若松市 一箕町亀賀字郷之原３３０ 飲食店 JS-0005-8498

和食 dinning 芳〔kaguwa〕 会津若松市 栄町４－１２　エクシード２（２Ｆ－Ｄ） 飲食店 JS-0002-1970

元祖ほるもん道場会津 会津若松市 栄町４－２８ 飲食店 JS-0000-9917

酒菜天味 会津若松市 栄町４－３９　パピヨンプラザビル１Ｆ西 飲食店 JS-0005-6747

居酒屋 壱 会津若松市 栄町８－３５　ヴェルファーレ上六日１０１ 飲食店 JS-0002-8632

天夜一夜 会津若松市 行仁町９－１２ 飲食店 JS-0001-4114

下町のパスタ屋 イルカパンナ ビアンコ 会津若松市 住吉町２１－２ 飲食店 JS-0000-3234

居酒屋 晴屋 会津若松市 上町１－１２　朝日アルパ１Ｆ 飲食店 JS-0002-6391

バー保志 AIZU 会津若松市 上町１－１２　朝日第一ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0168

居酒屋上酒林 会津若松市 上町１－１６　　 飲食店 ZN-0002-9728

大統領 会津若松市 上町１－２０ 飲食店 JS-0000-8044

瑞兆 会津若松市 上町１－２５ 飲食店 JS-0003-9247

創作ダイニング 輝香 会津若松市 上町２－１　パティオビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5666

韓・茶・房コリアンダイニング花郎亭 会津若松市 上町８－３０　センチュリーホテル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3365

レストラン ラ レゾン 会津若松市 西栄町７－２１　１Ｆ　 飲食店 SL-2000-4029

串焼居酒屋会津豚とん拍子 会津若松市 大町１－８－５　カネマンビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4998

居酒屋土竜 会津若松市 中央１－１－４８ 飲食店 JS-0005-0061

炭火焼肉棕櫚 会津若松市 中央１－３－３ 飲食店 JS-0000-3334

萬花楼 会津若松市 東栄町１０－６ 飲食店 JS-0000-4076

四季の会席しゃとれ藏 会津若松市 東栄町４－２０　　 飲食店 ZN-2000-3777

居食・居酒屋なごみ 会津若松市 馬場町１－３３　　 飲食店 ZN-0001-4004

太平楽 会津若松市 桧町３－３ 飲食店 JS-0004-5220

あきんど吉右衛門会津若松店 会津若松市 建福寺前１－４１ ショッピング JS-0004-0992

もめん絲 会津若松市 七日町３－３１ ショッピング JS-0004-2177

きものべんりや としの坊 会津若松市 七日町８－１２　 ショッピング SL-2000-7231

かくれ蔵 會や 会津若松市 七日町９－１ ショッピング JS-0001-4435

マルモ洋服店 会津若松市 城前８－２３　 ショッピング SL-2000-9815

RabbitHutch 会津若松市 城東町３－７ ショッピング SL-2000-9968

DogCafeK － Style 会津若松市 西栄町６－３７ ショッピング JS-0001-8339

ZOOAmie． 会津若松市 千石町４－５ ショッピング JS-0004-2101

DYNAMIS 会津若松市 大町１－１０－２２　カネマンビル１Ｆ ショッピング SL-2000-4284
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ZOOAIZU 会津若松市 大町１－２－５３ ショッピング JS-0004-0838

ルナ・ルーチェ 会津店 会津若松市 大町１－２－５５ ショッピング JS-0005-0969

遠藤時計店 会津若松市 大町１－６－１０　 ショッピング SL-2000-6147

nine 会津若松市 大町１－６－２５　アイバビル１Ｆ ショッピング JS-0000-8305

鈴木屋利兵衛 会津若松市 大町１－９－３ ショッピング JS-0005-7449

Vanilla 会津若松市 大町２－１１－１７ ショッピング JS-0002-3082

ドレスショップリンゴ 会津若松市 中町１－１１　　 ショッピング ZN-2000-4591

ビーワン 会津若松市 中町１－５２ ショッピング JS-0000-4896

亀鶴寿司 会津若松市 中町２－８２ ショッピング SL-2000-4508

ガレージセレクトワンズ 会津若松市 町北町上荒久田村北６５　　 ショッピング ZN-2000-3793

株式会社城北部品 会津若松市 町北町上荒久田鈴木７８ ショッピング JS-0001-9310

城北部品 会津若松市 町北町上荒久田鈴木７８ ショッピング JS-0005-6094

ココカラ いしい 会津若松市 日新町１６－２７ ショッピング JS-0004-5119

株式会社ニヘイ 会津若松市 北会津町今和泉１１８３ ショッピング JS-0004-3320

丸桝呉服店 会津若松市 本町４－５ ショッピング JS-0001-8718

漆器工房 鈴武 会津若松市 門田町一ノ堰土手外１９４３－４ ショッピング JS-0003-7445

三信衣料門田店 会津若松市 門田町黒岩大坪１２－３ ショッピング JS-0003-9202

SLUCK 会津若松市 門田町黒岩大坪１３３－１　 ショッピング SL-2000-6412

ぶんか書店会津若松店 会津若松市 門田町飯寺村東１２１－１７ ショッピング JS-0005-8870

HairMake COCORO 会津若松市 一箕町亀賀藤原３８４－２ サービス JS-0000-3287

イデア 会津若松市 一箕町亀賀藤原３９　Ｎコーポ１Ｆ サービス JS-0001-9047

Emma 会津若松市 一箕町鶴賀上居合１３３－３　ガーデンヒルツルカメ２－２ サービス JS-0004-2212

ロット．コズ 会津若松市 河東町金田中田４５ サービス JS-0003-4730

美容室フルフル 会津若松市 花畑東５－４０ サービス JS-0000-8234

Dannahair 会津若松市 山鹿町６－６２　浅沼ビル１Ｆ サービス JS-0000-1531

HairSalonRassurer 会津若松市 住吉町２１－２３ サービス JS-0001-5215

JILL hair 会津若松市 城西町２－８ サービス JS-0001-5413

オレンジスタジオ会津若松 会津若松市 神指町橋本３２　　 サービス ZN-2000-1966

栗城クリーニング 会津若松市 千石町４－１１ サービス JS-0005-4816

株式会社オートデンソーマルヤマ 会津店 会津若松市 扇町１０１ サービス JS-0002-4676

Room hair 会津若松市 扇町７１－１１－１０１ サービス JS-0001-1767

イトー美術 会津若松市 大町１－１０－１４ サービス JS-0002-2622

美容室フルフルドゥ 会津若松市 大町１－１０－１４　薩摩屋ビル５Ｆ サービス JS-0000-8197

VOYAGE 会津若松市 大町１－３－５４ サービス JS-0003-0155

DOLL 会津若松市 大町２－１２－２４ サービス JS-0001-5322

嵐丸 会津若松市 宝町４－３１ サービス JS-0004-7412

城南商会 会津若松市 門田町御山村中３１０－２ サービス JS-0000-8815

Riansye Hair 会津若松市 門田町飯寺村西５８２　１１Ｆ サービス JS-0002-7516

カラオケマイム会津若松店 会津若松市 天神町１９－１５　　 エンターテインメント ZN-0001-4175

美工堂 会津若松市 西栄町６－３０　 その他 SL-2000-0853

スーパーノバ 会津インター店 会津若松市 町北町上荒久田宮下１４２ その他 JS-0002-2642

焼肉ダイニングあじ庵 岩瀬郡 鏡石町中央５０－１ 飲食店 JS-0004-7250

鏡石まちの駅かんかんてらす 岩瀬郡 鏡石町中央２４５ ショッピング JS-0005-6997

パン工房　陽だまり 岩瀬郡 鏡石町中町１７３－６　　 ショッピング PK-0000-8372
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株式会社すか川車検センター 岩瀬郡 鏡石町深内町４６－２９ サービス JS-0005-1002

ビューティーサロンとらや 岩瀬郡 鏡石町不時沼３２３ サービス JS-0005-0338

食彩 yaku 喜多方市 細田７１９５－２ 飲食店 JS-0003-4171

昭和ホルモン亭 喜多方店 喜多方市 西四ツ谷１８１ 飲食店 JS-0004-0046

有限会社若喜商店 喜多方市 ３－４７８６ ショッピング JS-0003-9440

S´cosme マルヤ 喜多方市 井戸尻４１２９－１　ヨークベニマル喜多方店内　 ショッピング SL-2000-4354

おおつか化粧品店 喜多方市 大道田７４７３　 ショッピング SL-2000-7241

有限会社佐藤石材店 喜多方市 町田８２８３－１２ ショッピング JS-0003-9397

北見八郎平商店 喜多方市 天満前８９１９－１ ショッピング JS-0000-4237

ヒトミヘアリゾート 喜多方市 清水台２－９８ サービス JS-0002-3990

四季の食彩 和伊んや 郡山市 安積３－１５７ 飲食店 JS-0000-2941

和伊んや 郡山市 安積３－１５７ 飲食店 JS-0005-7972

姑娘飯店 郡山市 駅前１ー４ー１５ 飲食店 SL-2000-6176

すし割烹 富山 郡山市 駅前１－３－１０　味乃會Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9702

旬彩料理魯山 郡山市 駅前１－３－８　クエスト２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3770

クレセール 郡山市 駅前１－３－８　陣屋クエスト２ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0160

Shamrock 郡山市 駅前１－３－８　陣屋グリーンビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5682

フォーク酒場 6575 郡山市 駅前１－４－１３　エリート１１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-9913

神水 郡山市 駅前１－４－１３　エリート１１ビル１Ｆ－１０１ 飲食店 JS-0002-3792

イマンジャ 郡山市 駅前１－４－１３　エリート１１ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-2335

タコクセキバルノクート 郡山市 駅前１－４－６ 飲食店 JS-0004-5868

むなかた屋 其の弍 郡山市 駅前１－４－７　エリートビル４１　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-5842

BAR FOLIAGE 郡山市 駅前１－４－８　さとうやビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7218

KushiyaPremium 郡山市 駅前１－５－８　松風堂ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4091

酒扇たむら 郡山市 駅前１－８－４　増花ビル 飲食店 JS-0005-7444

SONGBARING 郡山市 駅前１－９－４　小林ビル２Ｆ正面右　 飲食店 ZN-2000-1633

麻遊味亭 郡山市 駅前１－９－５ 飲食店 JS-0000-1470

焼鳥むなかた屋 郡山市 駅前１－９－５　ＮＡＴＵＲＥ倶楽部１Ｆ 飲食店 JS-0001-2214

豚やごん蔵 郡山市 駅前２－２－４　　 飲食店 ZN-0001-3786

WE5 COMMUNICATION LO 郡山市 駅前２－２－７　エリート１２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4058

MASHIRO 郡山市 駅前２－３－５　エリート２７－２０１ 飲食店 JS-0003-8036

ともり郡山店 郡山市 駅前２－３－８　５Ｆ　エリート３９　 飲食店 ZN-0001-3557

マダン 郡山市 駅前２－５－１ 飲食店 JS-0002-8489

barkuraku 郡山市 駅前２－５－１　和光ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4292

酒菜刀削麺 郡山市 駅前２－６－１　ＧＹビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-4636

和餐 郡山市 駅前２－６－３　メッソビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3702

海亀 郡山市 駅前２－６－３　メッソビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-9157

旬菜旬魚 魚しん 郡山市 駅前２－６－４　富士館ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9095

FRUITRESTAURANTAika 郡山市 駅前２－７－１４ 飲食店 JS-0004-8747

日本酒バー嘉肴鷹野 郡山市 駅前２－７－１６　アーケード第２増子ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3971

NEXTE 郡山市 駅前２－７－１６　凱旋門館ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3828

y 郡山市 駅前２－７－１６　第３増子ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4101

イタリアンダイニング郡山店 郡山市 開成２－３０－１０ 飲食店 JS-0001-5509

和牛ホルモン文吾商店 郡山市 開成６－４７－１ 飲食店 JS-0001-3962
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かに徳 郡山市 亀田２－１８－１６　　 飲食店 ZN-0001-3493

中國酒家桜乃恵 郡山市 桑野１－１３－２５ 飲食店 JS-0000-5433

鮨来多老 郡山市 桑野１－２１－２５　さくらハイツ１０１　 飲食店 ZN-0001-3865

肴季 郡山市 桑野２－６－１８　千代田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2292

ダイニング石井 郡山市 桑野２－６－１８　千代田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9782

キッチン杉の子 郡山市 桑野３－１１－１６　岡部ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-3905

TOMOSU 郡山市 桑野３－１３－１３　 飲食店 SL-2000-4004

居酒屋 北粋 郡山市 桑野３－１４－１６ 飲食店 JS-0005-9335

橙家 郡山市 桑野４－９－１０ 飲食店 JS-0001-2097

あなぐら 郡山市 虎丸町２３－１２　ヴィラ虎丸１Ｆ 飲食店 JS-0005-1508

鮨家だるま 郡山市 細沼町８－１８ 飲食店 JS-0001-6488

ステーキハウス小石澤 郡山市 菜根１－２５－１３　　 飲食店 ZN-0001-3693

中国名菜 華林 郡山市 菜根１－２６－５ 飲食店 JS-0004-7241

牛べえ 郡山市 笹川２－１８５－１ 飲食店 JS-0000-7111

和楽 cafe 郡山市 新屋敷２－１１１－２ 飲食店 JS-0002-4206

定食家母 郡山市 清水台１－７－１６　ヒロハイツ清水台１Ｆ 飲食店 JS-0001-8283

イタリアワイン食堂 LA FRASCA 郡山市 西ノ内１－２－２　Ｂ－２０１ 飲食店 JS-0003-7183

炉端ばんざい 郡山市 大町１－２－１４ 飲食店 JS-0004-2807

しゃぶしゃぶすき焼き小太郎 郡山市 大町１－２－１５ 飲食店 JS-0000-6157

居酒屋 新ちかちゃん 郡山市 大町１－２－１５ 飲食店 JS-0002-9685

ホルモン韓国料理きるとん 郡山市 大町１－４－１２　フタバビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3020

さかなや権九郎 郡山市 大町１－４－１５　第２増子ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3903

美月 郡山市 大町１－４－１６　増子ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3483

ろばた権八 郡山市 大町１－４－１６　第１増子ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3857

天くう 郡山市 大町１－４－３　ワタナベビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7236

ふく家 郡山市 大町１－６－１３　 飲食店 SL-2000-1471

鉄板焼川前 郡山市 大町１－６－１３　大町武田ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-5457

チャーチル 郡山市 中町１０－３　一力ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1131

やき鶏炭火焼チャルマン 郡山市 中町１０－３　一力ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3831

牛込 郡山市 中町１１－３　１Ｆ 飲食店 JS-0002-1180

カプリチョーザ郡山中町店 郡山市 中町１２－２　ホテル・プリシード郡山Ｂ１Ｆ　 飲食店 AX-2000-0140

もつ源郡山中町うすい通り店 郡山市 中町１２－２　ホテル・プリシード郡山Ｂ１Ｆ　 飲食店 JS-0000-2551

花とオリーブ 郡山市 中町１８－５　ｗｏｗｉｓ１Ｆ 飲食店 JS-0006-0128

もぐら 郡山市 中町７－１４　おのやビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2129

ベジドリ庵 郡山市 中町７－１６　ミスドビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3874

庵ぐら 郡山市 中町７－１６　ミスドビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-5126

ダイニングバー裕次郎 郡山市 中町８－４ 飲食店 JS-0005-2285

食彩魚のもり 郡山市 朝日１－２１－１０　　 飲食店 ZN-0001-3457

村さ来朝日二番街店 郡山市 朝日２－１１－９ 飲食店 JS-0004-0175

喫茶・ビアホール猫屋敷 郡山市 朝日２－１７－１５　ＡＹビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9371

四季旬房 やなぎ家 郡山市 朝日２－１８－１　　 飲食店 ZN-0001-3752

ひびき 舞 郡山市 朝日２－１８－１　白川ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-3882

鉄板焼 Qu 郡山市 朝日２－１９－２１　朝日１番街１　 飲食店 ZN-0001-3565

味菜たもと 郡山市 朝日２－８－１４ 飲食店 JS-0000-4964
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味心 すず木 郡山市 朝日３－６－４　レジデンス朝日第二ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7844

食のや 大 ning 郡山市 長者３－４－７ 飲食店 JS-0004-5405

かまど 郡山市 堤２－２３３－４　１Ｆ 飲食店 JS-0000-5990

鉄板焼 大山 郡山市 土瓜１－８２　 飲食店 SL-2000-1864

料理屋ななせ 郡山市 島２－７－２７ 飲食店 JS-0002-4027

くぼた屋 郡山市 堂前町３０－１　　 飲食店 ZN-0001-3701

暮らしづくり BAGEL ＆ COFFEE 郡山市 日和田町字西中島１４－１ 飲食店 JS-0005-7544

CAFE STYLE TRESH 郡山市 八山田５－２２８　サウススクエアビル南口１Ｆ 飲食店 JS-0005-5668

ジンギスカン誠 八山田店 郡山市 八山田西３－４０８ 飲食店 JS-0004-0101

Hajime 郡山市 富田町下双又１５－１５ 飲食店 JS-0004-8344

焼肉ふざん 郡山市 富田町細田８９－３ 飲食店 JS-0002-3331

江戸前ホルモン牛込 郡山市 富田東４－１０６ 飲食店 JS-0002-1178

らん亭～美日庵 郡山市 富田東５－１０１ 飲食店 JS-0005-3972

voix de coeur 郡山市 富田東５－７ 飲食店 JS-0003-6529

トラットリア クッチーナ 郡山市 並木３－６－８ 飲食店 JS-0003-6069

村さ来横塚店 郡山市 芳賀１－９－１６ 飲食店 JS-0003-1697

あすか寿司 郡山市 本町１－１２－９ 飲食店 JS-0000-4121

LaPausa 郡山市 愛宕町１－２７　　 ショッピング ZN-0001-3558

プロショップ郡山 郡山市 安積荒井１－２０ ショッピング JS-0005-5067

アクアスタイルティムズ 郡山市 安積町荒井丈部内８－２　ドエル遠藤１Ｆ－Ｄ ショッピング JS-0001-0040

MSGARAGE 郡山市 安積町日出山３－３６ ショッピング JS-0003-8255

シンメトリー郡山 郡山市 駅前１－１１－９　日商ビル１Ｆ ショッピング JS-0006-0195

はなしょくにん 郡山市 駅前１－５－３　　 ショッピング ZN-0001-3901

花ふじ 郡山市 駅前２－１－２ ショッピング JS-0003-9461

ディスカウントショップコイズミカメダ 郡山市 下亀田２４－４　　 ショッピング ZN-0001-3788

A 電気株式会社 郡山市 開成２－４０－９ ショッピング JS-0005-4946

渡辺武道具 郡山市 開成５－１８－２３　石井ビル１０２　 ショッピング ZN-2000-2104

リカーショップやまいち 郡山市 喜久田町赤沼向１－７ ショッピング JS-0004-3141

ブティックソニア 郡山市 桑野１－５－１０　クレスト郡山１０３　 ショッピング ZN-0001-3769

D ー ARMS 郡山市 桑野２－５－１　桑野ビル１Ｆ－Ｂ ショッピング JS-0004-9994

フローラル四季 郡山市 桑野３－１３－１０ ショッピング JS-0005-7967

moja ＊ 郡山市 桑野３－１４－１６　 ショッピング SL-2000-4738

パッケージプラザ郡山 郡山市 桑野３－２０－３９ ショッピング JS-0002-8690

肉専 郡山市 桑野４－４－５１　 ショッピング SL-2001-0061

仕出し弁当桂 郡山市 虎丸町１９－２１　虎丸ビルＥ－１０２ ショッピング JS-0003-2697

タカマツ虎丸店 郡山市 虎丸町２０－８　池上ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-3523

包装品のマルホン 郡山市 御前南１－９５ ショッピング JS-0005-1269

［HC］株式会社でんきの日栄 郡山市 菜根２－１１－１０ ショッピング JS-0001-8394

Carwrapping Laplus 郡山市 菜根２－９－８ ショッピング JS-0002-8647

眼鏡専門店 Syozo 郡山市 菜根４－２５－１３　１Ｆ ショッピング SL-2000-6687

ペットショップふしみ 郡山図景店 郡山市 山根町９－５　ペットワールドアミーゴ郡山図景店内 ショッピング JS-0002-2510

きらら調剤薬局 郡山市 山崎１３５－５　　 ショッピング PK-0000-8865

ユタカ自動車工業 郡山市 小原田１－１０－５ ショッピング JS-0002-4150

ライセンスアカデミー郡山店 郡山市 松木町２－８８　イオンタウン郡山Ｅ２棟２Ｆ ショッピング JS-0000-6487
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アップル郡山図景店 郡山市 図景２－１０－１２ ショッピング JS-0001-7928

SLUTKORIYAMA 郡山市 清水台１－６－１９　　 ショッピング ZN-0002-8152

ブティックデジャブ 郡山市 清水台１－６－１９　八幡第一ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-4160

リチウム 郡山市 清水台１－６－１９　八幡第一ビル２０５　 ショッピング ZN-0002-9749

SLUTKORIYAMA2 号店 郡山市 清水台２－１３－２　今川ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-4104

彩香堂 郡山市 西ノ内１－１６－１１ ショッピング JS-0002-3415

酒の櫻家 郡山市 西田町三町目桜内２１３ ショッピング JS-0003-7408

pool 郡山市 台新２－２－１４ ショッピング JS-0003-7845

丸榮ふとん店 郡山市 大町１－１２－２ ショッピング JS-0004-2775

Heaven’s 郡山市 大町１－２－１５　カガミビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0001-4029

Lawcal 郡山市 大町１－４－１６　第一増子ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-6711

あんどう酒店 郡山市 大槻町字小金林２４－１９ ショッピング JS-0005-7447

ALL MY LOVING 郡山市 中町１１－５　スクエア郡山１Ｆ ショッピング JS-0001-6750

エムズビューティサロン 郡山市 中町１１－５　スクエア郡山１Ｆ ショッピング JS-0005-9513

estyle 郡山市 中町１１－５　郡山スクエアビル１Ｆ ショッピング JS-0002-4078

男子専科アオキヤ 郡山市 中町１１－７　　 ショッピング ZN-0001-3947

レディースファッションリバー 郡山市 中町１２－２　ホテルプリシード１Ｆ ショッピング JS-0005-8802

メガネ専門店 ロペ 郡山市 中町１２－２　ホテルプリシード郡山１Ｆ ショッピング JS-0005-8645

タカマツ中町店 郡山市 中町３－１　ビュープラザ郡山１Ｆ ショッピング JS-0004-3435

Beech forest 郡山市 中町３－１　郡山ビューホテル１Ｆビュープラザ ショッピング JS-0002-4908

LUPE 郡山市 中町７－１０ ショッピング JS-0000-4083

SAWAYA 郡山市 中町７－１４　 ショッピング SL-2000-3588

あさか野窯 郡山市 中野１－１２　　 ショッピング PK-0000-8549

有限会社 アリス 郡山市 中野２－５２ ショッピング JS-0005-1380

カーロ ミオ ジャージャ 郡山市 朝日２－２３－１０　渡部ハイツ１Ｆ　 ショッピング SL-2000-0741

ファッションタイムオプ・アート 郡山市 朝日２－２３－６　ＫＩＮＯビル ショッピング JS-0000-3798

ストロベリーファーム 郡山市 長者１－１ー５６　ザモール郡山店１Ｆフードコート ショッピング JS-0005-7658

アイキュンコンタクト 郡山市 長者１－２－１１ ショッピング JS-0000-5552

エフアカデミー 郡山市 鶴見坦１－１３－５　２Ｆ　　 ショッピング ZN-0001-3642

ブティックロペ 郡山市 堤２－１１ ショッピング JS-0000-4578

Re・STORe 郡山市 田村町金屋新家７ ショッピング JS-0001-3694

七尾商会　日大工学部店 郡山市 田村町徳定字中河原１　日大工学部内　 ショッピング PK-0000-8743

学生服リュ－スショップそらまめ 郡山市 土瓜１－４９　笹内ビル３　　 ショッピング PK-0000-8920

ロッソ・ローザ 郡山市 土瓜１－７６－１　ガレリアアシュ１Ｆ ショッピング JS-0001-5494

お菓子のさかい郡山新さくら通り店 郡山市 島１－２１ー７ ショッピング JS-0005-7409

お菓子のさかい 郡山新さくら通り店 郡山市 島１－２１－７ ショッピング JS-0001-2760

マダムタカコカンパニー 郡山市 島１－２７－２２ ショッピング JS-0002-3765

cle 郡山市 堂前町１０－１６ ショッピング JS-0003-7596

ワタナベタイヤ 郡山市 日和田町原９－３ ショッピング JS-0003-8684

ディープス 42 郡山市 八山田２－１６３ ショッピング JS-0000-4246

アーリーバード 郡山市 八山田４－１０５ ショッピング JS-0000-2719

新鮮肉市場 フレスコ 郡山市 八山田西１－２２６ ショッピング JS-0001-9525

エニタイムフィットネス郡山八山田店 郡山市 八山田西５－２９ ショッピング JS-0005-1335

花どころ山川 郡山市 富久山町久保田久保田６２ ショッピング JS-0001-8586
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印刷工房　三光 郡山市 富久山町久保田字久保田２１５－１　 ショッピング PK-0000-8707

HealingStoneNatural 郡山市 富田町下曲田１０－２　リュミエール富田１－Ｆ ショッピング JS-0001-4351

ハバナアフェア 郡山市 富田町字後久保４５－１３　Ｋ２ビル１０３ ショッピング SL-2000-9351

Bebe acero 郡山市 富田町字鍛冶田３７－３ ショッピング SL-2000-8975

haPeace 郡山市 富田町大徳南９－３１ ショッピング JS-0002-5927

（株）くすりのシブヤ 郡山市 富田東３－１２３　キャッスル藤和１０６ ショッピング JS-0005-9261

山口薬局　本町店 郡山市 本町１－１４－１９　　 ショッピング PK-0000-8687

のだや郡山本店 郡山市 本町１－３－８ ショッピング AD-0000-0619

MEY’sAUTO 郡山 郡山市 名郷田１－２３ ショッピング JS-0004-5753

タイヤ倶楽部 郡山 郡山市 鳴神３－２３５－４　１Ｆ ショッピング JS-0000-1248

CocoBow’s 郡山市 麓山１－２－１７ ショッピング JS-0001-1824

アルクール安積店 郡山市 安積２－１６－１ サービス JS-0000-4218

ルシエ 1F 郡山市 安積２－３４０－２ サービス JS-0003-8721

株式会社 LEON 郡山市 安積町牛庭上牛庭３８６－１ サービス JS-0002-4023

ことぶき接骨院 郡山市 安積町荒井丈部内８－２ サービス JS-0003-4584

etoncrop garden 郡山市 安積町荒井南大部５３ サービス JS-0000-2869

アロマテラピー エルバ 郡山市 安積町笹川経坦４５ サービス JS-0002-3527

善用堂やまもと整骨院 郡山市 安積町日出山神明下４１－１　ジュネスビクトリア１Ｆ サービス JS-0004-0643

charom 郡山市 栄町８－１１　ＭＳビル１Ｆ サービス JS-0001-5128

美容室 PINK 郡山市 駅前１－１４－２１　花椿ビル１Ｆ サービス JS-0002-3103

ケーズコレクション郡山店 郡山市 駅前１－９－２　コーケン駅前ビル サービス JS-0002-8996

MOON 郡山市 開成１－４－２３　　 サービス SL-2000-9803

Gentry hair 郡山市 開成２－６－８　小林ハイツ１０３ サービス JS-0005-8900

スタジオメモリー 郡山市 開成３－４－１　松村ビル１Ｆ サービス JS-0005-5253

FUNNY 郡山八山田 郡山市 喜久田町四十坦１２－１３　ヨークタウン内 サービス JS-0005-6824

SSE 自動車工業 郡山市 喜久田町字菖蒲池２２－４０ サービス JS-0005-5865

カットハウス　ニュ－ウェ－ブ 郡山市 希望ヶ丘１２－３　　 サービス PK-0000-8135

until hair room 郡山市 久留米３－９６－４　 サービス SL-2000-7593

そら 郡山市 桑野１－１５－１７ サービス JS-0000-9572

カードック桑野 郡山市 桑野１－２４－１９ サービス JS-0001-4030

SPOOL 郡山市 桑野２－５－１　桑野ビルＡ サービス JS-0002-5137

ヘアサロンくわの 郡山市 桑野２－６－１２ サービス JS-0003-4037

エスティー動物病院 郡山市 御前南３－１４６ サービス JS-0002-4020

ネイルサロン LEA 郡山市 菜根２－９－３　オグラハイツ２－１Ｆ サービス JS-0002-3531

美容室 GASA 郡山市 桜木２－２１－６　２Ｆ サービス JS-0001-2453

有限会社国分スタジオ 郡山市 笹川２－２４７ サービス JS-0001-4612

Hairsalon Ginza 銀座美容室 郡山市 清水台２－５－３　 サービス SL-2000-7068

Sunny SPOT MAKI 郡山市 清水台２－８－２　１Ｆ サービス JS-0002-0730

株式会社ユナイテッドレイス 郡山市 西田町木村行部入５７－２ サービス JS-0004-4386

はるかぜ療術院 郡山市 大槻町小山田前８－２ サービス JS-0002-7020

UNCHEL 郡山市 中町２－２１　エスポワール中町１Ｆ サービス JS-0003-0927

マハロ動物病院 郡山市 鶴見坦２－１８－１ サービス JS-0006-0049

Hair ＆ HeadspaBesoin 郡山市 堤３－２１ サービス JS-0000-4722

くるまや clan 郡山市 田村町金屋冬室１１２－１ サービス JS-0004-2211
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有限会社 CAR トップシイネ 郡山市 田村町上行合西川原１０７－３ サービス JS-0000-1479

cutstudioPal 郡山市 島２－８－３０１ サービス JS-0001-3963

マッハ車検マコト 郡山市 南１－２６ サービス JS-0003-7843

ながしま動物病院 郡山市 南２－１５１ サービス JS-0004-9470

トータルフォトスタジオ・ポラリス 郡山市 八山田２－１６１－２ サービス JS-0002-4006

SUZUKI　BIYOSHITU 郡山市 八山田３－１１４　ユニッツビル１Ｆ－Ｂ　 サービス PK-0000-8169

cleHAIR 郡山市 八山田５－２１４　サルーテ２　１０１ サービス SL-2000-0911

FUNNY 富久山 郡山市 富久山町久保田字上野１３６－１　ヨークベニマル富久山店１Ｆ サービス JS-0005-6862

ライラック 郡山市 富田町下曲田１４－１４ サービス JS-0000-9781

LUCIDOSTYLERim 郡山市 富田町逆池下１－４１ サービス JS-0003-3591

美容室てんとう虫 郡山富田店 郡山市 富田町上田向４－１０ サービス JS-0002-0064

Natural 郡山店 郡山市 富田東３－１２３　キャッスル藤和１０２ サービス SL-2001-1331

COLOURJACQUES 郡山並木 郡山市 並木１－１－１１ サービス JS-0005-6869

美操空間 郡山市 並木４－５－２ サービス JS-0002-2789

Branche 郡山市 並木５－４－１３ サービス JS-0000-7700

Jelly 郡山市 名郷田２－１　サイバーパーク富田１０６ サービス JS-0002-9643

ふくろうカフェふくのもり 郡山市 安積町笹川中ノ渡戸９－７ その他 JS-0003-9078

郡山三穂田温泉 郡山市 三穂田町駒屋四十坦原１６ その他 JS-0002-9415

KAORI BAR プラグレス 郡山市 中町１２－２　ホテルプリシード１Ｆ その他 SL-2000-4723

みずき調剤薬局日和田店 郡山市 日和田町字大山田１５　 その他 SL-2000-7935

とことこ薬局 郡山富田店 郡山市 富田東５－２０　 その他 SL-2001-1241

バンゲリングベイ福島 郡山市 本町２－５－１３　クレアビル３Ｆ その他 JS-0004-2697

焼鳥よし田 須賀川市 岡東町１０９ 飲食店 JS-0005-2928

あい菜 須賀川市 下宿町１９６　　 飲食店 PK-0000-8837

ゆるりと菜村さ来須賀川店 須賀川市 茶畑町１ 飲食店 JS-0004-5282

とりや芋蔵 須賀川市 中町１４ 飲食店 JS-0000-8288

ウルトラマンショップ SHOTM78 大束屋 須賀川市 中町１４ 飲食店 JS-0004-4449

大束屋珈琲店 須賀川市 中町１５ 飲食店 JS-0004-4450

ダルジャン 須賀川市 中町１７－５ 飲食店 JS-0002-8064

美酒佳肴梟 須賀川市 中町６６　フカヤビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5976

SYUZEN あかし 須賀川市 馬町５５ 飲食店 JS-0002-5800

ふく寿 須賀川市 馬町７８ 飲食店 JS-0000-5547

チャイニーズレストラントン珍 須賀川市 本町２３ 飲食店 JS-0005-9965

fleuve 須賀川市 岡東町２５－５ ショッピング JS-0001-9359

designcompany 須賀川市 宮先町８０ ショッピング JS-0003-1354

SHOEshop シューズランド 須賀川市 山寺道１４－５　ヨークベニマル須賀川西店内 ショッピング JS-0000-5735

ホンダカーズ福島県央 須賀川森宿店 須賀川市 森宿字向日向２９－１２　 ショッピング SL-2000-9138

ほのか・ルシエ須賀川店 須賀川市 西山寺町２３２ ショッピング JS-0004-1199

お菓子のさかい 須賀川店 須賀川市 茶畑町６１ ショッピング JS-0001-2868

お菓子のさかい須賀川店 須賀川市 茶畑町６１ ショッピング JS-0005-7368

Ichibankan 須賀川市 中町１６－５ ショッピング JS-0005-8083

有限会社須賀川柏屋 須賀川市 中町４６ ショッピング JS-0005-6156

メガネのヨネクラ 須賀川本店 須賀川市 塚田７４ ショッピング JS-0002-7110

［HC］須賀川電器販売株式会社 須賀川市 東町５９－１３ ショッピング JS-0001-8443
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北山陶器店 須賀川市 本町５－１ ショッピング JS-0000-5392

NAILism 須賀川店 須賀川市 季の郷１５３ サービス JS-0001-5552

Rim Hair 須賀川市 山寺町４３　みずほハウス西川１Ｆ サービス JS-0003-9579

こみなと動物病院 須賀川市 大袋町５４－３ サービス JS-0002-4471

フォンセヘアープレッジ 須賀川市 仲の町５６－１ サービス JS-0000-2784

おしゃれ劇場 須賀川市 西山寺町２３２　 その他 SL-2000-8623

食のよろずやまんぷく亭 西白河郡 西郷村道南西１２ 飲食店 JS-0000-4603

ぎょうざ登 NOBORU 西白河郡 西郷村道南西４２ 飲食店 JS-0001-0435

さすが家白河店 西白河郡 西郷村豊作西２４ 飲食店 JS-0003-7876

友の家 西白河郡 矢吹町本町３１２ 飲食店 JS-0004-6714

宝鮨 西白河郡 矢吹町本町３２０ 飲食店 JS-0001-0882

HappyBerry 西白河郡 矢吹町弥栄６３－２ 飲食店 AD-0000-0994

グリーンフリー株式会社 西白河郡 西郷村大字羽太字穴山１２－５　 ショッピング SL-2000-5929

ブティック りぶれ 西白河郡 矢吹町大町５３ ショッピング JS-0003-8839

SAKAI SWEETS MARKET 西白河郡 矢吹町八幡町５３５－１ ショッピング JS-0001-6281

SAKAI SWEETS MARK 西白河郡 矢吹町八幡町５３５ー１ ショッピング JS-0005-7404

パワープロジェクト 西白河郡 矢吹町花咲６５－１ サービス JS-0002-8469

さくま獣医科クリニック 西白河郡 矢吹町八幡町４４９　　 サービス PK-0000-9137

ゆるりと菜村さ来石川店 石川郡 石川町新町４４－１６ 飲食店 JS-0001-1636

道の駅ひらたたけやま 石川郡 平田村上蓬田字横森後１６０ 飲食店 JS-0005-2228

道の駅ひらた直売所 石川郡 平田村上蓬田字横森後１６０ 飲食店 JS-0005-2273

お菓子のさかい 本店 石川郡 石川町下泉２３１ ショッピング JS-0001-2759

お菓子のさかい本店 石川郡 石川町下泉２３１ ショッピング JS-0005-7388

お菓子のさかい 長久保店 石川郡 石川町長久保２７７－２０ ショッピング JS-0001-2918

オカシノサカイ長久保店 石川郡 石川町長久保２７７ー２０ ショッピング JS-0005-7401

スズキアリーナ石川 石川郡 玉川村中山ノ根１－１ サービス JS-0002-4793

株式会社ナカジマ 石川郡 石川町赤羽韮草２３－７ サービス JS-0003-1296

馬陵食堂 相馬市 中村１－１３－２　　 飲食店 ZN-0001-3949

BARACE 相馬市 中村１－８－３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1136

遊希 相馬市 中村錦町１－５ 飲食店 JS-0000-8127

七五三屋 相馬市 中村荒井町４５　　 飲食店 ZN-0002-4234

101 相馬市 中村桜ケ丘２１ 飲食店 JS-0000-4822

居ざっく のらり 相馬市 中村字荒井町８６－１ 飲食店 JS-0005-1462

ゴルフステージ 相馬市 沖ノ内１－１－７ ショッピング JS-0002-7829

BODY CONDITIONING Luke 相馬市 中村字泉町６１４２　ＣＳビル１Ｆ サービス SL-2000-4523

美容室チャンピオン 相馬市 中村川沼３０９ サービス JS-0000-8978

To － Fu cafe おおはたや 田村郡 三春町西方字石畑２５３ 飲食店 JS-0005-7510

やまだい 田村郡 三春町荒町６０ ショッピング JS-0005-6428

moja 三春ブリトマ－ト店 田村郡 三春町斎藤字仁井道３４８－４　 ショッピング SL-2000-1920

ファッションの店クラウン 田村郡 三春町大町３２－１ ショッピング JS-0003-9676

in － kyo 田村郡 三春町中町９ ショッピング JS-0001-1094

株式会社金丸家具店 田村郡 小野町小野新町中通１３７ ショッピング JS-0002-7012

アクト ヘアー 田村郡 三春町雁木田６－１ サービス JS-0002-8270

柳明 田村市 船引町東部台３－６５ 飲食店 JS-0004-8733
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VehicleUnion 田村市 船引町船引字源次郎１２５－４ サービス JS-0004-7131

attico 田村市 船引町船引鐙ヶ池５０－１８ サービス JS-0001-5807

美容室フィット 田村市 船引町船引北町通８６ サービス JS-0000-6117

ウィルフィット 田村市 船引町東部台３－５６ サービス JS-0000-6118

お菓子のさかい 棚倉店 東白川郡 棚倉町流永君５７－１ ショッピング JS-0001-2761

お菓子のさかい棚倉店 東白川郡 棚倉町流永君５７ー１ ショッピング JS-0005-7551

笹原パン店 東白川郡 塙町川上字堀ノ内１４－６　 ショッピング PK-0000-8765

老舗門屋 東白川郡 塙町塙字材木町９２－１ ショッピング JS-0005-1311

ハネダヤ 東白川郡 塙町塙字大町１－２４－２　 ショッピング SL-2000-7161

リール for プレッジ 東白川郡 棚倉町流屋中田５３－３ サービス JS-0000-2783

美奈味 南会津郡 下郷町大字栄富字下平８９－１ 飲食店 JS-0005-7213

萬屋 南会津郡 下郷町大内字山本３２ 飲食店 JS-0005-7286

そば処大川 南会津郡 下郷町豊成字大割３９７１ー３ 飲食店 JS-0005-5377

下郷町物産館食堂 南会津郡 下郷町弥五島道上３１７７ 飲食店 JS-0005-4937

下郷町物産館 南会津郡 下郷町弥五島道上３１７７ 飲食店 JS-0005-5047

勤労者野外活動施設 南会津郡 下郷町落合字左走１８０８－１ 飲食店 JS-0005-4996

会津清香園 南会津郡 南会津町田島字元八幡甲３２７－２　 飲食店 SL-2000-0419

食・酒・笑リアン 南会津郡 南会津町田島谷地甲４３－２ 飲食店 JS-0003-9780

松島屋支店 南会津郡 下郷町栄富字南原甲６０９ ショッピング JS-0005-4835

やまのぶ 南会津郡 下郷町栄富字落水甲２５９－１ ショッピング JS-0005-4809

南会日石 南会津郡 下郷町中妻字大百刈８９ ショッピング JS-0005-4997

南会日石 南会津郡 下郷町中妻字大百刈８９ ショッピング JS-0005-9798

道の駅しもごうしもごう Ematto 南会津郡 下郷町南倉沢字木賊８４４－１８８ ショッピング JS-0005-4702

合同会社ねっか 南会津郡 只見町梁取沖９９８ ショッピング JS-0004-0906

東北電化センター 南会津郡 南会津町関本字下休場７２６－１ ショッピング JS-0005-2358

株式会社湯田モータース 南会津郡 下郷町豊成字上ミ田５６６１－１ サービス JS-0005-5045

楽彩味処源太原ノ町店 南相馬市 原町区旭町１－１８ 飲食店 JS-0001-8864

村さ来原町店 南相馬市 原町区栄町２－２４ 飲食店 JS-0004-9922

ダイニングバー ターキー 南相馬市 原町区栄町２－６５　 飲食店 SL-2000-6869

焼鶏炭吉 南相馬市 原町区大町２－１８１ 飲食店 JS-0000-3226

COCKTAIL ＆ FOODLIEBE 南相馬市 原町区東町３－１３１ 飲食店 JS-0000-3283

ブランチワークス 南相馬市 原町区西町１－９７ ショッピング JS-0000-2434

クリクラ 相馬 南相馬市 鹿島区大内滝沢７９－１ ショッピング JS-0001-3209

BELLZZA 南相馬市 原町区上町３－４５－１ サービス JS-0002-9740

レンタルのニッケン南相馬営業所 南相馬市 原町区大甕林崎５４－２ サービス JS-0003-2494

faith 南相馬市 原町区本町２－５４ サービス JS-0004-2615

あいおい 二本松市 郭内１－１９５－１ 飲食店 JS-0002-1525

空の庭レストラン 二本松市 岳温泉２－５６　 飲食店 SL-2000-0974

鮨富 二本松市 若宮２－１５９－１８ 飲食店 JS-0002-1896

炭火炙角 二本松市 本町１－９０－２ 飲食店 JS-0002-5673

居酒屋うぉんどり 二本松市 本町２－１７７ 飲食店 SL-2000-1119

がむしゃら居酒屋 しゃかりき 二本松市 本町２－４３ 飲食店 JS-0002-0451

御菓子処日夏 金色店 二本松市 金色久保２２５－１５ ショッピング JS-0002-1524

リュクレ石沢 二本松市 若宮２－１５４－１５　 ショッピング SL-2001-0676
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御菓子処 日夏 二本松市 本町１－２０３ ショッピング JS-0002-1491

ファ－ムランドやまろく 二本松市 油井字福岡４３４　　 ショッピング PK-0000-8755

ひらいしやクリーニング工場直営店 二本松市 金色４０６－８ サービス JS-0005-4486

HAIRCOLLAGEVeil 二本松市 若宮２－７８ サービス JS-0000-7699

ひらいしやクリーニングベニマル店 二本松市 成田町１－８１０ サービス JS-0005-4375

太田自動車工業 二本松市 太田字守山１１９－６　　 サービス PK-0000-7798

ひらいしやクリーニング安達店 二本松市 油井中田２６－３ サービス JS-0005-4376

ハートオブワン 二本松市 岳温泉２－５６－９ その他 JS-0001-8058

だいにんぐ膳 白河市 高山７２－１ 飲食店 JS-0001-2490

ちゃあしゅう屋新白河店 白河市 新高山３６－１　　 飲食店 ZN-0002-5096

匠の板場 白河市 新高山３８ 飲食店 JS-0002-1671

料理屋 こうりんぼう 白河市 新白河１－１６０ 飲食店 JS-0002-2024

日比谷鳥こまち新白河店 白河市 新白河１－３６　エスペランサＹ１０３　 飲食店 ZN-0001-3913

焼喜亭 白河市 新白河２－４５－３ 飲食店 JS-0002-4217

居酒屋 美国 白河市 新白河３－１２３　　 飲食店 ZN-0001-3560

食のよろずやごちゃ 白河市 新白河３－１４ 飲食店 JS-0000-4604

串亭 白河市 新白河３－３１　ニュープリンス１１号 飲食店 JS-0004-8734

ダイニングはなたれ 白河市 新白河３－５４－３　ウィング１－Ａ　 飲食店 ZN-0002-9675

第二かどや 本店 白河市 大手町１１－３ 飲食店 JS-0001-8858

iitte － micca 白河市 池下２５－１ 飲食店 JS-0002-4642

焼肉ダイニング 蘭 白河市 中町６５ 飲食店 JS-0002-3396

カフェバール茶房瑠 白河市 中町６７ 飲食店 JS-0001-2454

くいもんや暖 白河市 中町６８ 飲食店 JS-0003-9460

BAR REDRUM 白河市 北堀切３５　１Ｆ 飲食店 JS-0000-0648

串焼き 茂平じ 白河市 立石１２７－１　菅原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0585

新駒本店 白河市 老久保８８－１ 飲食店 JS-0005-9734

メガトン書店白河店 白河市 外薄葉２６－３ ショッピング JS-0002-9657

MONO － ya 白河店 白河市 新白河１－１００ ショッピング JS-0001-1868

（有）村上スポーツ 白河市 転坂６７－２ ショッピング SL-2000-4714

藤井タイヤショップ 白河市 表郷番沢沖ノ前２３－２ ショッピング JS-0001-4713

東北自動車販売白河店 白河市 米村道北８－８ ショッピング JS-0001-6984

御菓子司えんどう 白河市 老久保８８－６ ショッピング JS-0005-7545

ヘアーショップ アトリエ 白河市 新白河１－２２２　 サービス SL-2000-6118

美容工房ポプラの木 白河市 新白河２－１０１　アヴェンヌ１０１ サービス JS-0000-7348

ヘアー and メイク KURA 白河市 大工町６８ サービス JS-0003-0533

ドゥプレッジ 白河市 大手町１１－２２ サービス JS-0000-2776

lulu　nail ＆ eyelash 白河市 中町６８　藤ビル１０１　　 サービス PK-0000-8143

breo 白河市 白坂石阿弥陀３５－８ サービス JS-0001-3231

Leads 白河市 八竜神７０－８ サービス JS-0002-7186

有限会社武鉾自動車工業 白河市 表郷高木神前２１８ サービス JS-0002-5012

もみじ庵 福島市 栄町１０－２　ヤマサワビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-8160

うまか亭福島駅ピボット店 福島市 栄町１－１ 飲食店 JS-0005-3962

パリ食堂波平 福島市 栄町１１－１０　栄町ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1814

HARIMAU 福島市 栄町１１－１０　栄町ビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4023
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中国料理レストラン泰山 福島市 栄町１１－２　（株）アックス福島１Ｆ 飲食店 JS-0003-1708

すし処みさき 福島市 栄町１１－２５　ＡＸＣビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7914

ぱいなっぷる家 福島市 栄町１１－２５　アックスビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-3507

庵八 福島市 栄町１２－１　第一寿ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3993

アサヒビア・レストランローゼンケラ 福島市 栄町１２－１０　Ｂ棟　　 飲食店 ZN-2000-2265

和食 DINING 優彩 福島市 栄町１２－１０　ひかりビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8223

歩歩歩 福島市 栄町１２－１２　サモン館１Ｆ 飲食店 JS-0000-6650

スペイン肉バル Nico 福島市 栄町１２－１２　サモン館２Ｆ 飲食店 JS-0003-9948

龍馬福島 福島市 栄町１２－２９　グリーンタウン栄町２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5229

六國屋 福島市 栄町１２－３　シルクホテルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-7648

ライブラリー 福島市 栄町１２－３２　ユートピアビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4079

レトロバー木馬館 福島市 栄町１２－７　第２あづまソシアルビルＢＦ　 飲食店 ZN-0001-3838

路地バル labo 福島市 栄町１２－９　あづま会館１Ｆ 飲食店 JS-0004-8314

庵ぐら 福島市 栄町６－１　エスタビルＢ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3562

みなとや 福島市 栄町６－４　南條ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-4805

旬香酒稲 すしところ辰巳 福島市 栄町６－６　ユニックスビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1657

恋する出目金 福島市 栄町７－３１　ＫＹＢビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-7653

波平商店 福島市 栄町７－５　新富ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4142

元氣居酒屋とらのこ 福島市 永井川壇ノ腰１－３ 飲食店 JS-0003-7648

日本料理 多可橋 福島市 宮下町１７－２０　コート・ピアリッジ２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-3069

鶏笑　福島店 福島市 宮代字明光田３６－４　門馬店舗Ｂ　 飲食店 PK-0000-8592

BistroPetitBonheu 福島市 黒岩戸ノ内７ 飲食店 JS-0005-7612

Pizzeria Rapporti 福島市 笹谷稲場３７－２　パルメディオ１０１ 飲食店 JS-0002-5886

グリルカフェリバーロック 福島市 笹谷出水上２０－６ 飲食店 JS-0004-1321

旨いとんかつかつ亭 福島市 松川町下川崎佐久間８５－１ 飲食店 JS-0001-4618

FURUKAWA 福島市 上町３－４　コマ福島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8802

大原綜合カフェコア 福島市 上町６－１ 飲食店 JS-0005-4693

彩食美酒小町 福島市 新町１－１２ 飲食店 JS-0002-3728

心笑 福島市 新町２－２９　金源ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7791

鉄板や誠 福島市 新町４－３２　丸石ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9977

 moriai underground Lunch ＆ SushiBar 江戸政 福島市 森合字東上古屋２－２８　 飲食店 SL-2000-6632

和風ダイニング きち傳 福島市 陣場町５－２０　 飲食店 SL-2000-4188

PasteriaBuu 福島市 陣場町７－１　陣場中央ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0843

やきとり本舗萩 福島市 陣場町７－３０　第５寿ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4021

Season 福島市 陣場町７－３０　第５寿ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-6146

つまむー 福島市 陣場町７－３０　第五寿ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-9757

味心 だいのじ 福島市 陣場町７－３２　第７佐勝ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8255

うかれ太鼓 福島市 陣場町８－３３　プラスアルファビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0455

欧風彩宴とらのまき 福島市 陣場町８－６　エルミタージュビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-5758

割烹和 福島市 陣場町８－８　ホーユウコンフォルトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3800

ちゃりちゃり 福島市 瀬上町字一ノ坪３－６ 飲食店 JS-0004-7615

天海の蔵瀬上店 福島市 瀬上町本町１１８　コスモビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2630

炭火焼肉処鼓 福島市 泉泉川１－１ 飲食店 JS-0001-1082

海鮮ステーキ 味里 福島市 泉道下１６－２３　　 飲食店 ZN-0001-4152
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味工房　ダイユ－ 8MAX 店 福島市 曽根田町１－１８　　 飲食店 PK-0000-8552

今田屋 MAX 福島店 福島市 曽根田町１－１８　ダイユーエイトＭＡＸ福島店１Ｆ 飲食店 SL-2000-4261

峰亀曽根田店 福島市 曽根田町３－３３ 飲食店 JS-0005-9105

うまか亭匠 福島市 早稲町４－１６　２Ｆ 飲食店 JS-0005-3819

Les Cartes Club 福島市 大町１－１０　ヴァンベール大町２Ｆ 飲食店 JS-0003-4911

くずし割烹 KUMA 福島市 大町２－３５　サトウビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4190

中国料理上海大町店 福島市 大町２－８ 飲食店 JS-0000-9813

ワイン＆チーズマリアージュ 福島市 置賜町１－２９　佐平ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5293

TSUBAKI 福島市 置賜町２－１４　コア置賜ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-0178

旬菜創心だいだい 福島市 置賜町２－１７　スワロービル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5437

弐乃膳 福島市 置賜町２－１８　置賜第１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0598

宴 福島市 置賜町４－１　バラビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-3127

中国料理上海 福島市 置賜町４－１１　武田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9824

おでん ふた夜の月 福島市 置賜町４－１３　置賜第二ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-3580

そば居酒屋一会庵 福島市 置賜町４－２７ 飲食店 JS-0004-8919

Cozza garne 福島市 置賜町５－１０　第２清水ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-6983

鉄板しゃぶしゃぶ 金と銀 福島市 置賜町５－１２　ミナモトビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-3281

十八代目鶏や清兵衛 福島市 置賜町５－１８ 飲食店 JS-0004-7597

神の斬新 福島市 置賜町５－３　第３二瓶ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-4873

Food Bar Slow 福島市 置賜町５－３３　ＦＳＢ１２Ｆ 飲食店 JS-0002-5030

志乃ぶ 福島市 置賜町５－３３　ＦＳＢビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1972

たこ焼き Dining634 福島市 置賜町５－３３　長谷川産業ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-4885

炭焼き×肉バル「波平」 福島市 置賜町６－１７　金沢ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7448

ハリマヤ 福島市 置賜町６－９　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4021

独歩 福島市 置賜町７－３　第６佐勝ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8515

卸〕福島焼肉センタ－ 福島市 置賜町７－３　第一佐勝ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7596

コモドキャンティーナ福島店 福島市 置賜町７－６　アルピスビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-1086

炙屋ジョニー 福島市 置賜町７－８ 飲食店 JS-0001-1066

和食裕 福島市 置賜町８－１５　１Ｆ　ピア２１ビル　 飲食店 ZN-0001-3824

肴亭 今乃 福島市 置賜町８－２７ 飲食店 JS-0002-8730

一期ガーデン 福島市 置賜町８－３　アオイビル２Ｆ．３Ｆ 飲食店 JS-0003-8037

炭火焼鶏こう 福島市 置賜町８－３８　三浦屋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8570

メキシカンクメド－ル グリコ 福島市 置賜町８－３９ 飲食店 JS-0004-6567

庵ぐら酒場 福島市 置賜町８－６　オキタマ２７ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9722

海鮮居酒屋 鮮 福島市 置賜町８－７　遊食館ホリエビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-3817

イゾラ フェリーチェ 福島市 置賜町８－８　パセナカミッセ２Ｆ 飲食店 JS-0002-0669

WINE ＆ GYOUZABARTERUI 福島市 置賜町８－８　パセナカミッセ２Ｆ 飲食店 JS-0003-9616

うまか亭乙姫 福島市 置賜町８－８　パセナカミツセ２Ｆ 飲食店 JS-0005-4319

有限会社割烹万松 福島市 仲間町７－７ 飲食店 JS-0002-7608

焼肉龍苑 福島市 鳥谷野岩田３－１　　 飲食店 ZN-0001-3460

生パスタのお店 REGALO 福島市 鳥谷野南光原２７－１ 飲食店 JS-0005-7813

食酒三昧豆蔵 福島市 渡利沖町１２６－１ 飲食店 JS-0003-9448

グリルカフェリバーロック 4 福島市 渡利岩下２２－１ 飲食店 JS-0004-1322

うまか亭魚心 福島市 南矢野目中屋敷６５－３ 飲食店 JS-0005-3737
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味工房　浜田店 福島市 浜田町９－１４　　 飲食店 PK-0000-8538

ゆるりと菜村さ来南福島店 福島市 伏拝台田１１－４ 飲食店 JS-0004-3469

一凛 福島市 北矢野目原田６６－１６ 飲食店 JS-0004-2974

ハンバーグ＆カフェ とりのす 福島市 北矢野目字原田６７－２１ 飲食店 JS-0005-8500

串焼我夢者 福島市 万世町１－２９　第６清水ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8328

華の膳 福島市 万世町１－２９　第６清水ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4708

笑月庵たむら 福島市 万世町１－３３ 飲食店 JS-0003-5056

キッチン キ－ズ 福島市 万世町５－３　万世共同ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-6478

個室串 BAL tori．com 福島市 万世町５－３８　第八佐勝ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5797

ICHIYA 福島市 万世町５－４１　二瓶第２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3980

浜焼太郎福島西店 福島市 野田町１－１０－３６　　 飲食店 ZN-0001-3932

うまか粋亭 福島市 野田町１－６－５５ 飲食店 JS-0005-4223

カメラのシミズ鎌田店 福島市 鎌田一里塚９－１９　いちい鎌田店内 ショッピング JS-0000-6948

アイアイリサイクル 福島市 丸子上川原５－１ ショッピング JS-0001-6922

ジェイシーエフ 福島市 吉倉前田１９－５ ショッピング JS-0001-0065

有限会社シンシン商事福島支店 福島市 宮代大屋敷６８－７ ショッピング JS-0003-0691

こくぶん呉服店 福島市 御山三本松４９－４ ショッピング JS-0004-0117

Luciente 福島市 荒井横塚３－１９７ ショッピング JS-0002-3327

lean 福島市 笹谷下成出１９－４ ショッピング JS-0001-5087

クリ－ニング佳　笹谷店 福島市 笹谷字稲場２７－１７　リヴェ－ル１０２　 ショッピング PK-0000-7759

株式会社花の店サトウ 福島市 笹谷字前谷地３－５　 ショッピング SL-2001-0137

登山用品 teku ＿ teku 福島市 笹谷出水上２４－８　ロイヤルガーデン３０８ ショッピング JS-0001-2450

刃物の館やすらぎ工房 福島市 三河北町１６－６ ショッピング JS-0000-9259

Karen 福島市 春日町１４－２０ ショッピング JS-0001-5411

west7thgate 福島市 松川町水晶沢５５ ショッピング JS-0004-3039

四季の旬彩神乃家 福島市 松川町浅川台坂１－１ ショッピング JS-0003-7064

ヤクルト健康ステーション上町 福島市 上町５－６　上町テラス１Ｆ－１０２ ショッピング JS-0004-1791

ブルースカイトレーディング 福島市 新町３－１３　 ショッピング SL-2000-4832

trilogy 福島市 新町５－３２　東亜ビル１ ショッピング SL-2000-2951

結 福島市 森合台７－１ ショッピング JS-0004-3321

ブックタウン福島店 福島市 瀬上町行人堂１５－７ ショッピング JS-0000-9744

仕立屋甚五郎 福島アンテナハウス 福島市 瀬上町寺前７－１５ ショッピング JS-0004-2252

丹坊直売店 福島市 成川杵清水３６－１ ショッピング JS-0004-3439

ガーデンプラザ華 福島市 成川字久保前１１－１　 ショッピング SL-2000-1802

タイヤネットふくしま 福島市 成川上人前１－１ ショッピング JS-0000-6754

blow 福島市 泉宮内前２－９ ショッピング JS-0002-4930

オノヤスポ－ツ　MAX ふくしま店 福島市 曽根田町１－１８　ＭＡＸふくしま３Ｆ　 ショッピング PK-0000-8625

F － Sato 福島市 曽根田町１－１８　曽根田ショッピングセンタービル３Ｆ　 ショッピング ZN-2000-3683

DOBARDANSHOP 福島市 早稲町５－２１　　 ショッピング ZN-0001-3692

小原眼鏡 福島市 太田町１２－２９ ショッピング JS-0002-4611

Runzip Design 福島市 太平寺沖高３６－４ ショッピング JS-0003-0178

四輪販売福島 Base 店 福島市 大森高田５－３ ショッピング JS-0001-8284

おしゃれのだや 福島市 大森字舘ノ内５８－１　　 ショッピング PK-0000-8897

DAISYBELL 福島市 大町１－１０　２Ｆ ショッピング JS-0001-9570
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ファションバッグサクヤ 福島市 大町１－１０　ファションバッグサクヤ ショッピング SL-2001-0168

コゼット 福島市 大町１－２３　　 ショッピング ZN-2000-0724

斎藤時計店 福島市 大町８－１８ ショッピング JS-0005-8603

ふくや 福島市 置賜町１－２９　佐平ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-5356

中屋酒店 福島市 置賜町４－２１ ショッピング JS-0004-8524

パセオコンタクト 福島市 置賜町５－２６ ショッピング JS-0005-5416

ブルーム 福島市 置賜町７－６　アルプスビル１Ｆ ショッピング SL-2000-5149

ガレージ 福島市 渡利山ノ下前２０－１ ショッピング JS-0000-9294

花工房 MiDoRi － YA 福島市 東中央１－４１－６ ショッピング JS-0001-6813

ヒーリングストーンナチュラル福島 福島市 東中央３－２　ジュピター東中央１０１ ショッピング JS-0001-3632

民芸 うえき 福島市 東中央３－４－２ ショッピング JS-0000-1471

メガネ・時計の石沢 イオン福島店 福島市 南矢野目５７－１７　イオン福島３Ｆ ショッピング SL-2001-0678

クリ－ニング佳　本店 福島市 南矢野目字高畑２０－２　　 ショッピング PK-0000-7760

ビートエンジニア 福島市 南矢野目徳元田８－１ ショッピング JS-0003-9011

さとう屋リビング 福島市 二子塚道南１２－１ ショッピング JS-0003-1613

管楽器専門店ブリリアント 福島市 入江町１２－３ ショッピング JS-0000-3619

アンザイテックオートモーティブ 福島市 八島町４－２２　 ショッピング SL-2000-5145

虹の雫 福島市 飯坂町字銀杏１－１３ ショッピング JS-0004-5518

ほんだ　はきもの店 福島市 飯坂町字湯沢１０－２　　 ショッピング PK-0000-8746

映電社 福島市 飯坂町字梅津４－１ ショッピング JS-0005-1732

あとりえうたかた 福島市 飯坂町湯町１８－４ ショッピング JS-0000-9622

有限会社あづま果樹園 福島市 飯坂町平野西原１－１３ ショッピング JS-0002-5998

サッカーショップノーボ・ムンド 福島市 浜田町８－３２ ショッピング JS-0000-3268

安田酒店 福島市 北五老内町８－３３　　 ショッピング PK-0000-8886

ロックファミリー 福島市 北矢野目金溢２８－４ ショッピング JS-0002-0184

kimono みやかわ 福島市 矢剣町２９－２ ショッピング JS-0005-7212

kimono みやかわ 福島市 矢剣町２９－２　 ショッピング SL-2000-9240

ハートステーション オアシス 福島市 栄町１－１　パワーシティピボット内 サービス SL-2000-3194

ドナダルテ 福島市 栄町１１－２５　ＡＸＣ２Ｆ サービス JS-0001-3379

リードガレージ 福島市 永井川松木下８２－３ サービス JS-0001-8494

trico io 福島市 永井川壇ノ腰３－１　南福テナントビル１Ｆ－Ｂ サービス JS-0001-0652

JiJi’S 美容室 福島市 岡部大旦１８９－３ サービス JS-0000-2949

ヘアーアートトリコ 福島市 鎌田一里塚５－２２ サービス JS-0000-6234

Dual － 1 Continue 店 福島市 鎌田字卸町５－１－２　 サービス SL-2000-2021

真栄自動車工業 福島市 宮代作田７０－４ サービス JS-0002-4979

尾形自動車工業 福島市 松川町浅川椚林１５ サービス JS-0002-4182

SLAP 福島市 新町３－２０　第８寿ビル１Ｆ サービス JS-0000-8968

hairmake tase 福島市 森合字蒲原１８－４９　 サービス SL-2001-0373

ブリティッシュガレージレブ 福島市 瀬上町四斗蒔２９ サービス JS-0003-2696

ピットクルー・コンノ 福島市 曽根田町３－２０ サービス JS-0002-4998

もみかる福島西口店 福島市 太田町２１－１５　２Ｆ サービス JS-0004-1009

ヘアギャラリーアメリカン 福島市 太田町２７－１３　アメリカンビル サービス JS-0001-3479

FAM 美容室 福島市 太田町４－８　メゾナルウェＡ サービス JS-0003-5392

株式会社ニューオート 福島市 大森下原田１８－２ サービス JS-0000-1347
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チックヘアー 福島市 置賜町５－２２ サービス JS-0000-3094

ab look 福島市 置賜町６－１２　アポロビル サービス JS-0002-4618

hairresortlachiqR ＋ 福島市 置賜町７－３　第一佐勝ビル１Ｆ サービス JS-0002-1175

サロンドフォスティーヌ 福島市 置賜町８－８ サービス JS-0002-8051

有限会社 庭坂自動車整備工場 福島市 町庭坂字大原５－１１ サービス JS-0005-6773

ワタナベオート 福島市 鳥谷野宮畑４３－１ サービス JS-0004-1305

洋服の美容室 福島市 天神町１６－７ サービス JS-0002-8379

プラスどシ－ 福島市 天神町２－９ サービス JS-0002-2893

愛犬美容室 KiKi 福島市 東中央１－２０ サービス JS-0004-2505

ソイクロップ 福島市 東中央１－７０　松藤ビル１Ｆ サービス JS-0003-2084

ソリスト・ヘアー・アーツ 福島市 東中央１－８１　 サービス SL-2000-6454

クリーニングハウスフリッパー 福島市 南沢又小堰２６－４ サービス JS-0001-8558

hairresortLa － chiq 福島市 南沢又中琵琶渕６７ サービス JS-0002-0157

うまか亭福島西店 福島市 南沢又中琵琶渕６７ サービス JS-0005-3970

フィアートガレリア 2002 福島市 南矢野目向原４－３ サービス JS-0000-8819

nico 福島市 南矢野目谷地６７－７ サービス JS-0000-1352

HARELU  ハレル 福島市 八島町５－１５　 サービス SL-2000-4878

着物レンタル せと 福島市 八木田字榎内１－１０ サービス JS-0005-5251

リラクゼ－ション ユキ 福島市 八木田字神明５６－２　１０１室 サービス JS-0004-5345

PhotoStudio 和音 福島市 八木田神明５６－９ サービス JS-0001-5233

CLOVERLifeHairDesign 福島市 飯坂町十綱町１－１０ サービス JS-0001-9669

ヘアクリエイトスウィーツ 福島市 飯野町原田５９－１３ サービス JS-0001-0696

ネオビューティーアポロホウライ 福島市 蓬莱町２－２－１１６ サービス JS-0002-4427

マーブル 福島市 北沢又川寒１０－２ サービス JS-0000-6755

ネイルサロンルミエールペルル福島店 福島市 北矢野目原田５０－１　ポワクールＦ１０３ サービス JS-0001-6132

AchieveCROP 福島市 北矢野目字原田５５－１０ サービス JS-0004-9472

FUNNY 福島野田 福島市 野田町４－１－２　ヨークタウン内 サービス JS-0005-6861

CHERRYCOKE 福島市 野田町５－２－５１ サービス JS-0000-6385

ファーストクリーニング 福島市 野田町字八郎内４６－４ サービス JS-0004-8751

フォトスタジオ若葉 福島市 霞町１０－３４ その他 SL-2001-0351

木こりや 福島市 瀬上町明光町１－２ その他 SL-2000-2637

ゴルフレンジアミーゴ 練習場 福島市 成川字宮内１－１ その他 JS-0005-8204

ゴルフレンジアミーゴ ハッピー 福島市 成川字宮内１－１ その他 JS-0005-8226

フィッツミー MAX ふくしま店 福島市 曽根田町１－１８　ＭＡＸふくしま３Ｆ その他 JS-0003-9799

焼肉 アンドン 福島市 置賜町２－２１ その他 SL-2000-8954

うまか亭本宮店 本宮市 荒井久保田１３２－１０－４ 飲食店 JS-0005-3581

株式会社 オートボディエレノア 本宮市 岩根字本郷４１－１　 ショッピング SL-2000-1537

すずき花屋エイトタウン店 本宮市 荒井字久保田１３２－１０　 ショッピング SL-2000-9531

メガネの石沢 本宮店 本宮市 本宮舘町１６９　 ショッピング SL-2001-0677

ジュエル ネモト 本宮市 本宮千代田７０－５　 ショッピング SL-2000-7602

HondaCars 福島県央 本宮店 本宮市 本宮中台２１　 ショッピング SL-2000-0148

（有）成田屋制服工房スクライフ 本宮市 本宮中條１６　 ショッピング SL-2000-5017

小松生花店 本宮市 本宮南町裡２６－２７ ショッピング JS-0004-2354

ぬか茂菓子店 本宮市 本宮馬場９８　　 ショッピング PK-0000-8327
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農家の店 さんさん 本宮市 本宮万世２０７－１ ショッピング JS-0002-4531

CLAN 本宮市 本宮万世２１４－１　２Ｆ ショッピング JS-0005-6459

食事処 郷 耶麻郡 猪苗代町新町４９０４－６ 飲食店 JS-0005-8655

すし割烹はな○ 耶麻郡 猪苗代町本町１０ 飲食店 JS-0004-5551

リストランテイルレガーロ 耶麻郡 北塩原村桧原剣ケ峰１０９３ 飲食店 JS-0003-9604

道の駅にしあいづ交流物産館よりっせ新館 耶麻郡 西会津町野沢下條乙１９６９－２６ ショッピング JS-0002-6236

道の駅にしあいづ交流物産館よりっせ本館 耶麻郡 西会津町野沢下條乙１９６９－２６ ショッピング JS-0002-6238

ワイン工房あいづ 耶麻郡 猪苗代町千代田字千代田３－７　 その他 SL-2000-2574


