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居酒屋炉場 高崎市 あら町２２２ 飲食店 JS-0000-6217

JapaneseBarKATSU 高崎市 あら町２２８　　 飲食店 ZN-2000-5224

富利屋弥勒 高崎市 あら町２－５　　 飲食店 ZN-2000-4488

ドラゴンカフェ 高崎店 高崎市 旭町２４－５　　高崎パークビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-1292

ユーロダイニングクラレット 高崎市 旭町３３　NODE-33　１０１ 飲食店 JS-0000-3138

スポーツバー＆ダイニングピッチ 高崎市 旭町３３　NODE-33　２Ｆ 飲食店 JS-0005-7731

ぶどう屋 高崎市 旭町３７－６－２０１ 飲食店 ZN-0002-3952

トラットリア ラウラ イタリコ 高崎市 井野町１００９－４ 飲食店 JS-0002-5028

イノザキッチン 高崎市 井野町６９２－３　　 飲食店 ZN-0001-1610

ル・ボア 高崎市 引間町９２－１ 飲食店 JS-0002-0046

わぎゅう専科 焼肉屋 高崎市 栄町１－１　LABI1 LIFE SELECT 高崎５Ｆ 飲食店 JS-0003-1368

上海ダイニング華龍 高崎市 栄町１－１　ヤマダ電機５Ｆ　　 飲食店 ZN-0000-9605

平八東口店 高崎市 栄町１２－８ 飲食店 JS-0003-5494

済州家 高崎店 高崎市 栄町１２－８　 飲食店 SL-2000-7057

縁 高崎東口店 高崎市 栄町１４－１７ 飲食店 JS-0005-9234

DINING ＆ BAR AIAI 高崎市 栄町１５－１５　ＮＯＡマンション１０３ 飲食店 SL-2000-9085

さんたろう東口店 高崎市 栄町２－１７ 飲食店 JS-0005-0031

沖縄創作料理はなはな 高崎市 栄町２５－２３ 飲食店 JS-0004-3028

はましょく 高崎市 栄町４－１０　三笠第一ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2469

高崎酒場 高崎市 栄町６－４２　佐俣ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1874

ワインダイニング クークー 高崎市 下横町１３－１０ 飲食店 JS-0000-0140

炭こう 高崎市 下和田町４－５－１３ 飲食店 JS-0000-9001

葡萄屋 高崎市 貝沢町１０６６－１０ 飲食店 JS-0003-7894

海鮮ダイニング美喜仁館 高崎店 高崎市 貝沢町１２７３－１ 飲食店 JS-0002-2702

鳥 MASA 高崎市 貝沢町１２７４－１　　 飲食店 ZN-0001-1223

海鮮どんさん亭 高崎店 高崎市 貝沢町３５９－１　　 飲食店 ZN-0000-9965

寿司割烹豊 高崎市 岩押町１６－１ 飲食店 JS-0000-5874

ホルモン さわ 中央銀座店 高崎市 寄合町２５－９ 飲食店 JS-0002-6452

バグジー 高崎市 寄合町２８－２　オノザトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0819

ほるもんまつ井 高崎市 菊地町１５３ 飲食店 JS-0004-4123

神蔵 吉井店 高崎市 吉井町池１４７９－１ 飲食店 JS-0002-6216

エルフリオ 大手前 高崎市 宮元町２０６ 飲食店 JS-0005-7023

旬彩和人良 高崎市 宮元町２５　大手前ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5310

BISTROT REGAL 高崎市 宮元町２９６ 飲食店 JS-0004-7063

群馬温泉やすらぎの湯食堂 高崎市 金古町１７６７ 飲食店 JS-0005-5001

cafe ＆ Dinihg gurumi 高崎市 金古町２３７７－１　 飲食店 SL-2000-7356

雛 高崎市 九蔵町１７－５ 飲食店 JS-0002-0246

ナンカレーハウス 高崎市 江木町３３２－３　富士ビル１０２ 飲食店 JS-0005-9705

ナチュラルダイニングアルコバレーノ 高崎市 高関町３１７－４　　 飲食店 ZN-0001-0354

はましょく西口店 高崎市 砂賀町２２－４ 飲食店 JS-0003-2962
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居酒屋 伎なり 高崎市 砂賀町３２－４　メゾンハヤミズ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0942

Misty 高崎市 砂賀町５６ 飲食店 JS-0000-3549

弥助鮨四ツ屋店 高崎市 四ツ屋町１４－１ 飲食店 JS-0002-4889

andone 高崎市 昭和町１７－８ 飲食店 JS-0004-2236

Quattro 高崎市 鞘町５９－２　セントラル高崎２Ｆ－２　 飲食店 ZN-0002-9364

DiningBaryukuri 高崎市 鞘町７０－２　モール７０２ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-9837

石窯バル WADACHI 高崎市 鞘町７９－１　アライブビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-8852

平八高崎上大類店 高崎市 上大類町７１８ 飲食店 JS-0005-9198

星のイタリコ 高崎市 上並榎町１１４－２ 飲食店 JS-0002-7132

スマイルダイニング 悟天 高崎市 上並榎町２４　　 飲食店 ZN-0001-1775

かつおさんち 高崎市 上並榎町３０１ 飲食店 JS-0002-4906

レストランラ・リューシュ 高崎市 上豊岡町５５５－７ 飲食店 JS-0000-6561

高崎ほるもん達磨 高崎中央銀座店 高崎市 新紺屋町１６－１　 飲食店 SL-2000-8337

Designers Kitchen 紫陽花 高崎市 新紺屋町１６－１　花のハットリ東２Ｆ 飲食店 JS-0003-7200

やきとりさわ中央銀座店 高崎市 新紺屋町２２ 飲食店 JS-0005-3565

白扇 高崎市 新保町１３９－２　１Ｆ 飲食店 JS-0000-4317

鮨 つかさ 高崎市 真町５１－１　レジェンド高崎１Ｆ 飲食店 SL-2000-7302

NEWSOLEMAN 高崎市 真町６７　　 飲食店 ZN-0001-0347

魚とし 高崎市 成田町３３ 飲食店 JS-0002-7254

Greenpoint by Bedford Cafe 高崎市 西島町１１３－１　 飲食店 SL-2001-0833

LEONE 高崎市 請地町１９－１ 飲食店 JS-0003-0130

HappyBurg 高崎倉賀野店 高崎市 倉賀野町２６７５－１ 飲食店 JS-0002-1558

旬鮮酒房華暖 高崎市 足門町８２０－２ 飲食店 JS-0005-6141

トラットリアバンビーナ 高崎市 筑縄町１３－８ 飲食店 JS-0004-7441

トラットリアバンビーナ中居店 高崎市 中居町３－７－１９ 飲食店 JS-0006-0196

ぶんぶく 高崎柳川店 高崎市 中紺屋町１７－１ 飲食店 JS-0004-8708

酒処肴 高崎市 中紺屋町２３ 飲食店 JS-0001-9365

本格炭焼酉 kuku 高崎市 中紺屋町３６　コマイビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9788

芸術野菜とナポリピッツァの店 ピッツェリア マーロ 高崎市 中泉町１２３－２　 飲食店 SL-2000-5448

ハンバーグ Happy Burg 高崎市 中泉町６３１－７ 飲食店 JS-0000-4478

風鳥 高崎市 中大類町４２１－１４　 飲食店 SL-2000-9547

天ぷら もっこす 高崎市 中大類町４２６－７ 飲食店 JS-0002-6257

焼肉食堂かっちゃんち本店 高崎市 中大類町５０９－１ 飲食店 JS-0004-6293

焼肉オオギヤ 高崎市 中里見町　９３－５ 飲食店 SL-2001-0318

旬魚旬菜まるとび 高崎市 通町１１２ 飲食店 JS-0000-9439

SAKBAKA 高崎市 通町１２５　　 飲食店 ZN-0001-2993

修業中～ 1st ～ 高崎市 通町１４０井上ビル 飲食店 JS-0003-6452

東屋本店 高崎市 通町１７　　 飲食店 ZN-2000-7033

欧風食宅 メゾン・ド・ジルコ 高崎市 通町２－３　安藤ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-4263

らーめん酒場 福籠 高崎市 通町３３　１Ｆ 飲食店 JS-0004-8703

上州長屋酒房一福 高崎市 通町４７　　 飲食店 ZN-2000-7192

GIARDINO 高崎市 通町７１ 飲食店 JS-0001-2945

さんたろう 高崎市 通町９３－１６ 飲食店 JS-0000-7481

料亭暢神荘 高崎市 椿町３３　　 飲食店 ZN-0001-0922
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FLEAKSTORY 高崎市 鶴見町５　　 飲食店 ZN-0002-9331

暖 高崎市 田町２１－１　サクラビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1899

ビストロユジェーヌ 高崎市 田町８６－４　ライオンズマンション１０３ 飲食店 JS-0004-1323

ASEAN CAFE 高崎店 高崎市 田町９７－１　萬利ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0927

食彩 ふじ京 高崎市 東貝沢町１－１２－６ 飲食店 JS-0002-4476

居酒屋十八番 高崎市 東町１５８－３　　 飲食店 ZN-2000-2846

鳥こまち高崎店 高崎市 東町１６　ヒルズ高崎駅前１Ｆ－１　 飲食店 ZN-0001-2352

WABI やまどり 高崎市 東町３－５　ホテルココグラン高崎１Ｆ　 飲食店 SL-2000-5563

慶会楼 高崎店 高崎市 八島町１０４ 飲食店 JS-0000-4182

元気集会所 高崎市 八島町１１０－６　TO-MORE ビル５Ｆ 飲食店 JS-0001-2376

BO － Z 高崎市 八島町１４－１６ 飲食店 JS-0000-7480

肴屋佐平次 高崎市 八島町１９　　 飲食店 ZN-0001-0183

BarGlenKeith 高崎市 八島町２０　淡路ビル２Ｆ 飲食店 ZN-0002-9067

巣の鳥 高崎西口店 高崎市 八島町２４　ウエストアロービル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8270

囲ダイニング 高崎市 八島町２４　ウエストアロービル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4174

BEAR 高崎市 八島町２９　ツインズハヤシ２Ｆ 飲食店 JS-0005-9815

SAKANA TAVERNA 高崎市 八島町２９－９　ツインズオクイビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8993

ぶんぶく高崎西口店 高崎市 八島町３２－４　TTS ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-0159

丸川商店 高崎市 八島町３２－７　三笠ビル 2　２Ｆ 飲食店 JS-0003-6307

和モダン和風情緒個室縁～ enishi ～ 高崎市 八島町３２－７　三笠ビル 2　４Ｆ 飲食店 JS-0003-2439

やまと高崎店 高崎市 八島町５８－１　ウエストワンビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1768

和ダイニング だんべ。 高崎市 八島町６２　松栄堂ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1802

西口 18 番 高崎市 八島町７０－２９　幸和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4461

海鮮どんさん亭高崎北店 高崎市 飯町７４２－５　　 飲食店 ZN-0000-9844

わっか 高崎市 飯塚町１２２４－１ 飲食店 JS-0001-8492

芳村 高崎市 飯塚町１５４３－１４　 飲食店 SL-2000-1868

上州食彩くりあ 高崎市 飯塚町４８７　タイガービル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9481

GRAIZ 高崎市 飯塚町４８７　タイガービル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1349

べこや 高崎市 飯塚町７４２－６ 飲食店 JS-0004-1401

弥助鮨本町店 高崎市 本町１０３ 飲食店 JS-0002-5517

鮨松もと 本町店 高崎市 本町３０－１ 飲食店 JS-0001-7022

海鮮しゃぶしゃぶ松もと 高崎市 本町３０－１ 飲食店 JS-0004-7126

Chee’scafedining 高崎市 箕郷町下芝５３１－４ 飲食店 JS-0001-9361

リストランテピッツェリアマガッヅィーノ 高崎市 問屋町４－７－１ 飲食店 JS-0003-7782

GENkatsugi 高崎市 柳川町１－３　カナルハイツビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4535

HINA 高崎市 柳川町１６－４　ムロガビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0863

割烹 多喜 高崎市 柳川町２３－２ 飲食店 JS-0002-2860

月ノ光 高崎市 柳川町３９ 飲食店 JS-0001-9139

居魚屋ちひろ 高崎市 柳川町５２－１　柳川センタービル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0997

酉こう 高崎市 柳川町７４　セカンドボックス１０４ 飲食店 JS-0000-3870

knocks 高崎市 柳川町８３－２　 飲食店 SL-2000-7628

kashigi 高崎市 羅漢町１８－１　チェルキオ羅漢１Ｆ 飲食店 JS-0003-2447

STEAKBEERG．G．C 高崎本店 高崎市 緑町１－２８－２ 飲食店 JS-0000-4481

Steak ＆ Bar クランチ 高崎市 緑町１－４－７ 飲食店 JS-0004-8375
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Luina 高崎市 緑町４－２－５ 飲食店 JS-0002-4239

野菜酒家 なっぱ畑 高崎市 冷水町１３２－１ 飲食店 JS-0002-6983

薬膳火鍋ぺけまる 高崎市 連雀町１０４　雀ビルヂング１Ｆ 飲食店 JS-0005-6182

ビブリー 高崎市 連雀町１１４ 飲食店 JS-0004-1384

バル レオン 高崎市 連雀町１３８　FACE-R ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8711

カクハチ 高崎市 連雀町２１－１　　 飲食店 ZN-0001-2870

寿 dining 花火 高崎市 連雀町２５　　 飲食店 ZN-0001-1294

一粋 高崎市 連雀町４　　 飲食店 ZN-0001-2160

rossa 高崎市 連雀町７－２　エンザビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0299

黒吉 高崎市 連雀町８４　今坂屋ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1958

四季彩 Dining － ICHI － 高崎市 連雀町８４　今坂屋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-1356

酔月亭 高崎市 檜物町２０－２　　 飲食店 ZN-2000-0226

Bar ＆ Co．， 高崎市 檜物町３０　Bar&Co., ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1080

DEPAK 高崎市 井野町１００９－１　 ショッピング SL-2001-1843

ライフビューティー 高崎市 井野町１０２４－１０　　 ショッピング PK-0000-8951

TOOJENIS 高崎市 下斎田町３０８－１ ショッピング JS-0001-4968

トップスオート 高崎市 下小塙町１０８３－１ ショッピング JS-0001-5599

V．I．C 高崎市 下里見町９８８－４ ショッピング JS-0002-2932

タカセン 高崎市 貝沢町１４２３－１ ショッピング JS-0002-5204

チーズケーキファーム高崎本店 高崎市 貝沢町５９９－１ ショッピング JS-0005-3671

FigmentList 高崎市 貝沢町９６６－１　　 ショッピング ZN-0002-6548

オーロラ　ヒーリング☆カフェ 高崎市 岩鼻町２３０－１　　 ショッピング PK-0000-8368

小泉薬舗 高崎市 寄合町５０　　 ショッピング ZN-0002-6856

オートショップ イズミ 高崎市 吉井町池５２－１ ショッピング JS-0002-3495

Vessel 高崎市 京目町２３５－１ ショッピング JS-0002-4485

ヘヴンズブルー 高崎市 江木町１６９６ ショッピング SL-2000-9215

寿物産直販店 高崎市 江木町１８５ ショッピング JS-0000-7290

ガラージュ 高崎市 江木町６０９－１２ ショッピング JS-0002-2868

有限会社北原タイヤ商会 高崎市 高関町３１６－６ ショッピング JS-0002-4136

ギャレリア高関店 高崎市 高関町４０７－１ ショッピング SL-2000-9500

LEA House 高崎市 高関町７４－１２　 ショッピング SL-2000-8396

Hamaya． 高崎店 高崎市 砂賀町３２－２　小島ビル２Ｆ ショッピング SL-2001-0976

ピアス 高崎市 鞘町１０ ショッピング JS-0000-3620

さんく 高崎市 鞘町１０　　 ショッピング ZN-0002-5513

花のクボタ 高崎市 鞘町２０－２ ショッピング JS-0003-6530

白銀屋 高崎店 高崎市 鞘町４０ ショッピング JS-0002-3566

Dr．Sonte Labo 高崎市 上小塙町１０６６－２ ショッピング JS-0004-3192

shoe go shoe 高崎店 高崎市 上中居町３９８－５ ショッピング JS-0001-1924

カレーム　本店　2 高崎市 上並榎町１１３４－１　　 ショッピング PK-0000-8266

メガネの高崎 高崎市 上並榎町１２８０ ショッピング JS-0001-5093

ZingZing 高崎市 上和田町３－２　リエス上和田Ａ１０４ ショッピング JS-0003-0965

ファーストゴルフ倶楽部 高崎市 乗附町１３４４ ショッピング JS-0002-3326

ダストボウル楽器店 高崎店 高崎市 新田町４－１１ ショッピング JS-0002-4937

BIKEN flower design 高崎市 新保町１４７－４ ショッピング JS-0000-1305
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［HC］株式会社小山電機高崎店 高崎市 西横手町１４５－１６ ショッピング JS-0001-9141

メガネのヤマモト 高崎市 石原町３９５３－８ ショッピング JS-0002-7120

ワークスたかの 高崎店 高崎市 倉賀野町４５７０ ショッピング JS-0002-3001

フェイシャルスタイリストサロン高崎店 高崎市 倉賀野町４５７３－１　エスディー倉賀野ビル２Ｇ ショッピング JS-0004-8906

バッグショップモア 倉賀野店 高崎市 倉賀野町４６９１－１　ハイパーモールメルクス倉賀野内 ショッピング JS-0000-1344

フローリストワタリ 倉賀野店 高崎市 倉賀野町５４６－１ ショッピング JS-0004-5353

ロイヤルチェーンフレッセイ倉賀野西店 高崎市 倉賀野町５４６－１ ショッピング JS-0005-0052

インテリア考房あ～る 高崎市 筑縄町４９－８ ショッピング JS-0002-4546

CROCE 高崎市 筑縄町５０－２ ショッピング JS-0002-4215

Wardrobe 高崎市 筑縄町５０－２ ショッピング JS-0002-8354

Oval 高崎市 中居町２－２２－７ ショッピング JS-0001-7888

ブロニアの森高前店 高崎市 中尾町４－８ ショッピング JS-0003-5504

ブロニアの森 高崎市 中尾町４－８ ショッピング JS-0004-2389

JOINT 高崎市 通町１８ ショッピング JS-0005-7171

Lotus 高崎市 通町１９　　 ショッピング ZN-2000-0775

GINYA 高崎店 高崎市 通町３３－１　 ショッピング SL-2001-1500

JACKPOT 高崎市 通町９０－１１　清水ビル１Ｆ ショッピング JS-0006-0186

ブティックフジミ 高崎市 通町９３　フジミビル１Ｆ ショッピング JS-0004-1095

SPLENDOR 高崎市 通町９３－１０　フジミビル３Ｆ ショッピング JS-0002-3969

Makana 高崎店 高崎市 通町９３－３ ショッピング JS-0000-3869

（有）川島メガネ 高崎市 通町９３―１７　 ショッピング SL-2000-5373

眼鏡工房 凜 高崎市 棟高町６９８－１ ショッピング SL-2000-4502

イースト ビスポーク テーラー 高崎市 南大類町１１７１－２　 ショッピング SL-2001-0228

スターメガネ 高崎市 南大類町１２９２－３ ショッピング JS-0002-7119

有限会社仲沢酒店 高崎市 八千代町１－１２－４　 ショッピング SL-2000-6325

カニタ 高崎市 八千代町２－１２－１４　YWK ビル ショッピング JS-0002-6993

エスワイスポーツ 高崎市 八千代町３－１７－８ ショッピング JS-0002-4436

VertOro 高崎市 八島町２０　KS ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-8386

アトリエメコ 高崎市 八島町２５５ ショッピング JS-0004-5968

アバンダ 高崎市 飯塚町１４７－４　第２ニトビル２０１ ショッピング JS-0000-7990

時計，メガネ，宝石のタカハシ 高崎市 飯塚町１５５４－１ ショッピング JS-0002-7734

ギャレリア飯塚店 高崎市 飯塚町３１－１　 ショッピング SL-2000-2230

ダブリージョ 高崎市 飯塚町４４３－１ ショッピング JS-0001-2647

たむらや高崎飯塚店 高崎市 飯塚町４５８－１　 ショッピング SL-2001-1336

二木ゴルフ 高崎店 高崎市 飯塚町７２－１　 ショッピング AX-2000-0032

GUNSHOP SATO 高崎市 鼻高町１７７－２ ショッピング JS-0001-3594

株式会社坂庭商会 高崎市 浜川町１４７－１ ショッピング JS-0000-4013

アーク高崎店 高崎市 福島町８０３－７　　 ショッピング ZN-0001-2636

パースト 高崎市 片岡町１－１７－７ ショッピング JS-0002-3090

株式会社泰山 高崎市 片岡町３－１－２０　プレステージ１０１ ショッピング JS-0002-2887

SHOP TakasakiHorumon 高崎市 本郷町２２４６－１　 ショッピング SL-2000-8336

株式会社金沢屋商店 高崎市 本町６５　 ショッピング SL-2000-7980

K’sPRODUCE 高崎市 箕郷町上芝１３５－５ ショッピング JS-0000-7098

タイムオートサービス 高崎市 箕郷町上芝６５０　　 ショッピング ZN-2000-3745
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関東食品 1 高崎市 綿貫町２２２３－１　　 ショッピング PK-0000-8682

サントノーレ 高崎店 高崎市 問屋町１－２－５　 ショッピング SL-2001-0844

IKKOYA 高崎市 問屋町１－４－１ ショッピング AD-0000-0591

有限会社アサミ 高崎市 問屋町１－８－１０ ショッピング JS-0004-9645

三洋繊維株式会社 高崎市 問屋町３－８－７　 ショッピング SL-2000-6041

ピアノプラザ群馬 高崎市 問屋町西１－３－１０ ショッピング JS-0001-8929

ル ポンポネット 高崎市 問屋町西２－８－１０ ショッピング JS-0005-3399

DORAMA 高崎市 柳川町４３－１　坂東ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-0080

Bbox 高崎緑町店 高崎市 緑町１－２９－４ ショッピング JS-0005-8755

ルームスプラス 高崎市 緑町２－８－７ ショッピング JS-0002-3907

Arcalounge 高崎市 緑町４－２－５　ルイナ－Ｂ ショッピング JS-0003-9357

Belluria 高崎市 連雀町１１－３ ショッピング JS-0000-6538

株式会社 a ＇ me 高崎市 連雀町１２－１　アイディーコートＣ ショッピング SL-2000-0286

CLOSET 高崎市 檜物町１０１　シンフォニア高崎城址１Ｆ ショッピング SL-2000-0917

横内ガラス店 高崎市 檜物町１５１　１Ｆ ショッピング JS-0005-5301

元気堂 高崎市 あら町７２－１ サービス JS-0001-3681

ロイヤルチェーン高崎駅西口店 高崎市 旭町２４－１　パティオ高崎１Ｆ サービス JS-0005-0095

ユーロアールセカンド 高崎市 井出町３７５－３Ａ サービス JS-0002-8826

RiasNail 高崎市 井野町９９５－１８ サービス JS-0003-9925

ガッツレンタカー高崎駅東口店 高崎市 栄町２０－１１ サービス JS-0004-4801

ロイヤルチェーンとりせん小鳥店 高崎市 下小鳥町７０－２ サービス JS-0005-1028

久保田自動車工業 高崎市 下小塙町１５２０－３　　 サービス PK-0000-7700

Losfeliz 高崎店ダリア 高崎市 貝沢町１１３５－４　落合ビル２Ｆ サービス JS-0001-5553

ハンズ・ファンズ高崎貝沢店 高崎市 貝沢町３６５－１ サービス JS-0001-7509

整骨院 ボディ ラボ 高崎市 貝沢町４７１－１　サンハイツ高崎１１２ サービス JS-0005-2779

ロイヤルチェーンベイシア吉井店 高崎市 吉井町吉井６２７ サービス JS-0005-1027

トリミングハウスアイリッシュ 高崎市 金古町６７－１ サービス JS-0005-3939

Abo hair 高崎市 剣崎町２２４－１１　 サービス SL-2000-0129

コング高崎江木店 高崎市 江木町１００１－１ サービス JS-0005-1216

ハンズ・ファンズ江木店 高崎市 江木町１５０２ サービス JS-0002-1544

BALI 江木店 高崎市 江木町１５３９－２ サービス JS-0005-9266

HEARTY － abond（ハーティー アボンド） 高崎市 高関町４１７ サービス SL-2000-8451

Plcra hair art 高崎市 高関町５８－３　高関マンション１Ｆ サービス JS-0001-4115

レンタルのニッケン 高崎営業所 高崎市 上佐野町６９４－１ サービス JS-0003-2326

ヘアースタジオスプリングス 高崎市 上大類町１０１３　１Ｆ サービス JS-0001-6867

ヘアメイクファクトリー 星の王子さま 高崎市 上大類町１０２９－５ サービス JS-0003-7188

Conforto 高崎市 上大類町１１６４－５　 サービス SL-2000-1396

NAILBREEZE 高崎市 上中居町１３５５－１１ サービス JS-0005-3256

ウイウイヘアメイクエトセトラ 高崎市 上中居町３８５－１ サービス JS-0004-1444

美容室フラン 高崎市 上中居町５００－１ サービス JS-0002-1456

コング上中居店 高崎市 上中居町７０４－１ サービス JS-0005-1209

alpina 上中居店 高崎市 上中居町７１９－１ サービス JS-0000-0797

リラクゼーションガーデン BALI 上並榎店 高崎市 上並榎町３５６－１ サービス JS-0005-9474

ロイヤルチェーンフレッセイ新町店 高崎市 新町２１４０－５ サービス JS-0005-1058
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Claive 高崎市 新保町１３６－１　NK ビルＣ サービス JS-0003-4082

ヘア・グランツ 高崎市 新保町４１－４２　クローバービル１Ｆ　 サービス ZN-0001-2823

alpina 菅谷店 高崎市 菅谷町１２５１－１ サービス JS-0002-9266

Ang 高崎市 石原町３１８８－８ サービス JS-0002-9050

コディーノ 高崎市 双葉町１２－８ サービス JS-0001-4113

FRAME HAIR 高崎市 足門町１６９４－５ サービス JS-0002-8206

flow by alpina 高崎市 大八木町５８４－５　ボヌールしずか１０２ サービス JS-0003-2689

至福のひととき 高崎市 大八木町５８４－５　ボヌールしずか２０２　 サービス PK-0000-9055

Nail Salon SHELY 高崎市 筑縄町１０－１３　エンブレム春日１０４　 サービス SL-2000-6180

cosily 高崎市 筑縄町４７－７ サービス JS-0003-1134

六郷動物病院 高崎市 筑縄町５３－５ サービス JS-0000-2870

ロイヤルチェーンとりせん群馬町店 高崎市 中泉町６０５－１３ サービス JS-0005-1025

Atelier Clouer ～アトリエ クルエ～ 高崎市 中大類町　６３５－１ サービス SL-2000-0440

ヘアーサロン DiPS 高崎市 中尾町６６４－１８　２Ｆ サービス JS-0000-2010

ラファ 高崎市 通町９３－１１　フジミビル２Ｆ サービス JS-0001-4116

フォトスタジオ アリュージュ 高崎市 島野町１０１２－１ サービス JS-0004-6977

HEAVENLY 高崎市 棟高町１３４５－１ サービス JS-0005-2503

バーデンバーデン 高崎市 棟高町７１９ サービス JS-0000-8525

ヘア・ライフ・デコナ 高崎市 南町８－１０ サービス JS-0000-3137

柴田自動車販売 高崎市 萩原町１０５４　　 サービス PK-0000-7682

Reve　de　beaute 高崎市 八千代町２－２－２　ルミネミワ　 サービス PK-0000-9176

Heartim 高崎市 飯塚町３８１－４ サービス JS-0002-5163

ヤキニクガーデン肉男ミートマン 高崎市 飯塚町３８１－４ サービス JS-0004-2826

ロイヤルチェーン飯塚店 高崎市 飯塚町４３４－１ サービス JS-0005-1039

ボンヴィバングロワール 高崎市 浜川町４１０－１ サービス JS-0002-8185

ロイヤルチェーン福島店 高崎市 福島町７０３－３ サービス JS-0005-1046

カルテット動物病院 高崎市 並榎町３４９－１４ サービス JS-0001-1354

コング高崎並榎店 高崎市 並榎町４９－１ サービス JS-0005-1173

おめで鯛焼き本舗高崎並榎店 高崎市 並榎町４９－１ サービス JS-0005-1363

カシス 高崎市 片岡町１－１８－４０ サービス JS-0002-8269

I・M・S 高崎市 北原町１６－２　　 サービス PK-0000-0056

Recsia 高崎市 北原町８４９－１ サービス JS-0001-5620

エキップレンタカー 高崎駅前店 高崎市 北双葉町１－２２ サービス JS-0002-7696

TOWA AUTO 高崎市 綿貫町２９１ サービス JS-0001-6095

Herbshair 高崎店 高崎市 綿貫町９８－６ サービス JS-0002-8326

HEARTY（ハーティー） 高崎市 矢中町７２９－１９　 サービス SL-2000-8450

Photo Studio PARC 高崎市 緑町１－２９－３ サービス JS-0001-3559

トータルボディヨガ 高崎スタジオ 高崎市 下和田町５－３－８　メディアメガ高崎 その他 JS-0003-6554

ボディライト 高崎店 高崎市 下和田町５－３－８　メディアメガ高崎 その他 JS-0003-6609

Leather Shop Shimokawa 高崎市 高関町７４－１２　 その他 SL-2000-8397

薬のクスモト 高崎市 上小塙町５７７－１　 その他 SL-2000-0794

ファクトリーギア高崎店 高崎市 緑町４－５－８　 その他 SL-2000-5021


