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［加古川市／明石市］

加盟店名 所在地 ジャンル

ろく平 加古川市 加古川町溝之口５４０－１２ 飲食店 JS-0000-1788

地鶏焼酎 創味 加古川店 加古川市 加古川町寺家町１２７　　 飲食店 ZN-0001-9764

居酒屋よしだ 加古川市 加古川町寺家町１５１－２７ 飲食店 JS-0002-3560

加古川ワインバル 加古川市 加古川町寺家町１６３－６　 飲食店 SL-2000-3355

グリルモントン 加古川市 加古川町寺家町３６２－１　ビアンテビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9687

くしやもつやぶっちぎり加古川店 加古川市 加古川町篠原町９－１　ｏｋビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1374

わいわい酒家 かたりべ 加古川市 加古川町備後７７－２ 飲食店 JS-0003-2383

炭火焼肉ごえ門加古川店 加古川市 加古川町平野３１３－１　　 飲食店 ZN-0001-9722

炭焼地鶏 しずく 加古川市 加古川町平野３６４　ラフィーネ弐番館１－Ａ 飲食店 JS-0002-6047

鮨 与多呂 加古川市 加古川町北在家２５００ 飲食店 JS-0003-9417

鰻きらり 加古川市 加古川町北在家２５６０－１０１ 飲食店 JS-0005-3582

RISTORIAGrandeAlbero 加古川市 加古川町木村７１５－１ 飲食店 JS-0000-1061

炭火焼きハンバーグアトム 加古川市 志方町投松３９５－１　　 飲食店 ZN-0001-9783

いこる家 加古川店 加古川市 尾上町安田２９２－１ 飲食店 JS-0003-0457

ごちそう村 加古川店 加古川市 尾上町安田２９３－１ 飲食店 JS-0003-0537

焼肉北義 加古川市 尾上町池田４０４－５ 飲食店 JS-0002-5727

食彩 一粋 加古川市 平岡町一色７９３－６ 飲食店 JS-0000-0121

ANERA 加古川市 平岡町一色７９３－６ 飲食店 JS-0005-3127

本家 しんべぇ 加古川市 平岡町高畑２７６－３ 飲食店 JS-0003-2804

豚と牛とホルモン焼肉酒場 もんほる 加古川市 平岡町新在家１０８－４　アカッシュ２１ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-1676

創作家庭料理 kitchen 遥か 加古川市 平岡町新在家１－２５２－１４ 飲食店 JS-0001-1572

KIRARI － hanare － 加古川市 平岡町新在家１－２５４－１２ 飲食店 JS-0001-7976

freestylebarLass 加古川市 平岡町新在家１－２６３－１　ＨＫビル１F 飲食店 JS-0000-0572

和み処 さくら 加古川市 平岡町新在家１３６２－１　ロワイヤル森田１－５ 飲食店 JS-0002-2118

磯焼き 串ひら 加古川市 平岡町新在家１４９－７ 飲食店 JS-0004-1022

鳥魂 加古川市 平岡町新在家２２１２－２０　東加古川マーケット１Ｆ 飲食店 JS-0005-1989

もつ鍋ダイニング北斗 加古川市 平岡町新在家２－２６４－２６ 飲食店 JS-0001-3555

おばんざい良平家 加古川市 平岡町新在家２－２６４－４ 飲食店 JS-0004-3924

炭火焼肉と生だれ 黒ぎゅう 加古川市 平岡町新在家２－２６６　レインボーコア１Ｆ 飲食店 JS-0000-6228

浜焼太郎 東加古川店 加古川市 平岡町新在家２－２６６－１７　レインボーコア１０２ 飲食店 JS-0005-1065

セピア LAVEL 加古川市 平岡町新在家２－２６８－１２　せぴあはうす１Ｆ 飲食店 JS-0001-7744

肉酒場 KARAMARU 加古川市 平岡町新在家２－２７１－１　２番館ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1056

串ひら 本店 加古川市 平岡町新在家２－２７１－８ 飲食店 JS-0004-1021

和処 森樹 加古川市 平岡町新在家２－２７２　太陽ビル１F 飲食店 SL-2000-7132

ラ．フォンタナベルデ 加古川市 平岡町新在家２－２７２－７　中田ビル１F 飲食店 SL-2000-1385

小てんぐ東加古川店 加古川市 平岡町新在家２－２７３－４　　 飲食店 ZN-0001-9661

ほてい 加古川市 平岡町新在家２－２７６ 飲食店 JS-0000-3692

旨肉鉄鍋屋 ぐちゅぷるん 加古川市 平岡町新在家２－２７９－１　スカイプラザ１Ｆ 飲食店 SL-2000-9130

ピッツェリア アネッロ 加古川市 平岡町新在家３－２８１　アドニス２１　１Ｆ－１ 飲食店 SL-2000-2251

焼肉一億兆 加古川市 平岡町新在家３－２８４－２　　 飲食店 ZN-2000-7013
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鮓 臣 加古川市 平岡町新在家４８４－５　岡本ビルＡ－２ 飲食店 JS-0004-7542

日乃出食堂 加古川市 平岡町土山１２２１ 飲食店 JS-0004-7427

味処 いりふね 加古川市 平岡町二俣７３－５ 飲食店 JS-0003-0461

味処 いりふね 加古川市 平岡町二俣７３－５ 飲食店 JS-0003-5781

播磨水産加古川平津店 加古川市 米田町平津１ 飲食店 JS-0005-1768

焼鳥 あさやん 加古川市 別府町別府７１８－１ 飲食店 JS-0000-5846

かんてき焼肉みや原 加古川市 別府町別府９７９－２ 飲食店 JS-0001-2338

焼肉 京城苑 加古川市 野口町二屋１０８－１ 飲食店 JS-0002-2462

日本料理 石庭 加古川市 野口町二屋１２９－８ 飲食店 JS-0004-5912

ルペール 加古川市 野口町野口１０１－１０－１０１ 飲食店 JS-0004-2399

喃風 東加古川店 加古川市 野口町野口１７３－１ 飲食店 JS-0003-2009

株式会社 てんじく 野口店 加古川市 野口町野口７１－２ 飲食店 JS-0000-4425

有限会社中国飯店 加古川市 野口町良野１１６－６ 飲食店 JS-0003-0039

かまくら 本店 加古川市 野口町良野１７１１ 飲食店 JS-0000-6502

cache cache 加古川市 加古川町粟津９３－６ ショッピング JS-0001-6992

クロロフイル加古川美顔教室 加古川市 加古川町寺家町１７０－３ ショッピング JS-0005-4719

イマージュ 加古川市 加古川町寺家町１７３－１　ニッケパークタウンレポス１Ｆ ショッピング JS-0001-9783

シカタヤ時計店 加古川市 加古川町篠原町１４－５ ショッピング JS-0000-9595

スパークル 加古川市 加古川町篠原町１８－３　大谷ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-5446

Custom Factory Noy’s 加古川市 加古川町南備後３１４－３ ショッピング JS-0004-0112

Heimatberg 加古川市 加古川町平野２４－５ ショッピング JS-0005-0161

TOP401 加古川市 加古川町平野３３８ ショッピング JS-0000-2876

酒の岡田屋 加古川本町店 加古川市 加古川町本町２５－５ ショッピング JS-0004-7030

クリ－ニング　レック　神野店 加古川市 新神野５－８－６　フ－ディ－ズ神野内　 ショッピング PK-0000-7649

加古川医療病院売店 加古川市 神野町神野２０３ ショッピング JS-0005-3932

メガネのたかはし北店 加古川市 西神吉町岸１５５－４　 ショッピング SL-2000-5377

まちの電器屋 くうくう 加古川市 東神吉町西井ノ口８６７－２ ショッピング JS-0005-3242

LUCKYS CYCLE SUPPLY 加古川市 尾上町安田２４４－１ ショッピング JS-0002-1378

ぼうしや薬局 尾上店 加古川市 尾上町池田７４５－１６ ショッピング JS-0005-9649

シンワ産業（株） 加古川市 尾上町養田１１６９－１ ショッピング JS-0001-3199

はとや 加古川店 加古川市 尾上町養田６４０－１ ショッピング JS-0003-4865

浮世絵 加古川市 平岡町新在家２－２７２－７　１Ｆ ショッピング JS-0004-5628

太陽 東加古川店 加古川市 平岡町新在家４９９ ショッピング JS-0000-0288

BUCHI 加古川市 平岡町新在家６１５－１　１Ｆ ショッピング JS-0005-2303

ナッツベリー 加古川市 平岡町新在家６１５－１　イオン加古川１Ｆ ショッピング JS-0003-5521

Dr．ROSE 加古川市 平岡町新在家８９２－１　　 ショッピング ZN-0002-4574

長田武修堂 加古川市 平岡町新在家９０９－４１Ｆ－Ａ ショッピング JS-0005-1155

永楽堂 東加古川店 加古川市 平岡町新在家９９－１　ライフタウンⅡ１０４ ショッピング JS-0004-4230

フラワーギフト lis blanc 加古川市 平岡町二俣７５４－６ ショッピング JS-0000-0556

誠文具店 加古川市 米田町船頭５１４－２３　　 ショッピング PK-0000-8356

キングファミリー 加古川別府店 加古川市 別府町新野辺北町７－２ ショッピング JS-0004-8866

グッズ プリモ 加古川市 別府町別府６６４－３ ショッピング JS-0003-4194

グラン 加古川市 別府町緑町２　グリーンモール加古川２Ｆ ショッピング JS-0001-9782

グッズマーケット 加古川市 別府町緑町２　グリーンモール本棟１F ショッピング JS-0005-7714
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扶桑宝飾 加古川市 野口町野口１４８－２２　 ショッピング SL-2000-3251

有限会社カープラザ伊藤 加古川市 加古川町溝之口１４５－２ サービス JS-0002-6655

ホワイト急便 加古川駅南店 加古川市 加古川町溝之口５０７　１Ｆ サービス JS-0005-5336

ハリマ調剤薬局 加古川店 加古川市 加古川町寺家町４８－７ サービス JS-0003-6994

Viola 加古川市 加古川町篠原町１０３－５　　 サービス ZN-0002-4827

ワールド・ヘアー 加古川店 加古川市 加古川町篠原町１４－４　魚住ビル２Ｆ サービス JS-0002-3688

＆ Face 加古川市 加古川町平野４００－１０１ サービス JS-0002-5950

＆ Eye Lash 加古川市 加古川町平野４００－１０２ サービス JS-0002-6143

Portal hair dressing 加古川市 加古川町北在家５４９－１　 サービス SL-2000-5567

アナベルヘアー 加古川市 加古川町友沢３８２－５ サービス JS-0001-0256

ホワイト急便 神野店 加古川市 神野町西条４２７－１ サービス JS-0005-5335

ホワイト急便 福沢店 加古川市 神野町石守３２３－１ サービス JS-0005-5338

パークヘアー 加古川市 東神吉町西井ノ口５８１－１　サライブＢＬＤ１０５ サービス JS-0003-3894

ヒロレンタカー 加古川営業所 加古川市 東神吉町西井ノ口６０１－１ サービス JS-0001-9581

ヘアーズイマジン 加古川市 尾上町安田１０５－７ サービス JS-0002-1706

ホシ薬局 加古川店 加古川市 尾上町口里７９０－１７ サービス JS-0003-6995

リッツクリーニング 加古川店 加古川市 尾上町池田８５０ サービス AL-0000-0295

ホワイト急便 養田前店 加古川市 尾上町養田２４７－１ サービス JS-0005-5328

Hair large 加古川市 尾上町養田２－５７－１ サービス JS-0003-1975

manna photo office 加古川市 平岡町つつじ野２－１３ サービス JS-0003-8566

美容室おしゃれキャット 加古川店 加古川市 平岡町一色１－１０５ サービス JS-0003-6060

Cherish 加古川市 平岡町新在家１１４０－１　　 サービス ZN-0003-0627

TRUE 美容室 加古川市 平岡町新在家１２２４－１８ サービス JS-0003-2984

クリーニング レック イオン加古川店 加古川市 平岡町新在家６１５－１　イオン加古川専門店街１Ｆ サービス SL-2000-8323

ホームドライ 東加古川店 加古川市 平岡町土山勝負８５０－１ サービス AL-0000-0287

ホワイト急便 二俣店 加古川市 平岡町二俣６４２－１ サービス JS-0005-5337

Hair Design Re： 加古川市 平岡町二俣７６２－１０　大西ビル１－５ サービス JS-0002-7062

hair space hanamoto 加古川市 平岡町二俣９０５－２７０ サービス JS-0003-8869

ホームドライ 加古川西店 加古川市 米田町船頭２００－１ サービス AL-0000-0307

HAIRDESIGNZERO 加古川市 別府町新野辺１１７０－１ サービス AD-0000-0652

HAIR Clover 加古川市 別府町別府７０１－７ サービス JS-0001-2840

ヘアーサロン 大使館 加古川市 別府町緑町３　１Ｆ サービス JS-0001-6942

ホワイト急便 坂元店 加古川市 野口町坂元９９ サービス JS-0005-5388

ホームドライ 水足店 加古川市 野口町水足５６０－１１ サービス AL-0000-0294

ホワイト急便 二屋南口店 加古川市 野口町二屋１６－１－Ｂ サービス JS-0005-5332

hair make L’attache 加古川市 野口町二屋６３－５ サービス JS-0000-5457

ホワイト急便 二屋店 加古川市 野口町二屋９７－１ サービス JS-0005-5393

Base 加古川市 野口町良野１５０４　アベニュー１０１ サービス JS-0005-9385

コロッケ倶楽部加古川店 加古川市 尾上町池田８５０－２３　　 エンターテインメント ZN-0001-9724

カラオケレインボー 加古川店 加古川市 平岡町新在家６１５－１　イオン内２Ｆ エンターテインメント JS-0004-5780

AQUA MONSTER 加古川市 平岡町高畑４７１－１　プロムナード高畑 その他 JS-0005-5723

センチュリーペット 東加古川店 加古川市 平岡町土山８５０－１　イオンタウン東加古川ＳＣ内 その他 JS-0004-6620

スルオダヤ 西明石店 明石市 旭が丘２１－１７　井上ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2088

にわ・とりのすけ魚住駅前店 明石市 魚住町錦が丘４－６－３　サンワールド１０２　 飲食店 ZN-0001-9774
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ラ・バルケッタ 明石市 魚住町住吉２－１－２８ 飲食店 JS-0000-6184

焼鳥 雷 明石市 魚住町清水１１３－１０　ハイツマコーレ１０３ 飲食店 JS-0003-0104

和楽心 魚住店 明石市 魚住町長坂寺７６９－２ 飲食店 SL-2000-7398

（有）菊水鮓 明石市 桜町１１－６　　 飲食店 ZN-0001-9742

季節料理 さくら 明石市 桜町１２－２１ 飲食店 JS-0004-7808

一 明石市 桜町１３－１０　　 飲食店 ZN-0001-9715

炭火焼鳥 はなやん 明石市 桜町１３－７ 飲食店 JS-0002-6733

デリサク食堂 明石市 桜町１４－１９　ＫＵＫＩビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8345

炭火焼鶏 じろう 明石桜町店 明石市 桜町１４－２ 飲食店 JS-0003-2382

バールβ 明石市 桜町１４－２ 飲食店 JS-0003-4782

創作料理 椛 明石市 桜町１４－４ 飲食店 SL-2000-3516

藁家 88 明石駅前店 明石市 桜町５－９　　 飲食店 ZN-0002-2019

薩摩せんべろ居酒家 姶良 明石市 小久保１－１－１６ 飲食店 JS-0003-6122

旬彩和遊楠 明石市 小久保１－４－１１　恭和ビル１Ｆ－２　 飲食店 ZN-2000-2023

鮨和 明石市 小久保２－１－１　ＹＳビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9650

花姫 明石市 小久保２－１２－３－１０２ 飲食店 JS-0000-0920

あんるうぷ 明石市 小久保２－７－９　　 飲食店 ZN-0001-9760

菊水鮓 西店 明石市 松の内１－４－１５ 飲食店 JS-0004-0085

ステ－キハウス 葵 明石市 松の内２－２　ホテルキャッスルプラザ２Ｆ 飲食店 JS-0004-5534

ステーキハウス 葵 明石市 松の内２－２　ホテルキャッスルプラザ２Ｆ 飲食店 JS-0004-9397

コリアンキッチン カッチ 明石市 松の内２－２－１０　西明石ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8229

割烹居酒屋 どんどん 明石市 松の内２－３－１２ 飲食店 JS-0000-0133

焼肉備翔苑 明石市 松の内２－７－４　ブレッシングマンション１０５　 飲食店 ZN-2000-6287

焼肉平和園 明石市 西新町３－９－２３　 飲食店 ZN-0001-9643

ごちそう村 西明石店 明石市 西明石北町１－１－５ 飲食店 JS-0003-0456

焼肉 千久 明石市 大久保町ゆりのき通１－２－２－２－１０４ 飲食店 JS-0000-7492

孔雀 明石市 大久保町駅前２－２－２０ 飲食店 JS-0002-4924

ごちそう村 大久保店 明石市 大久保町駅前２－７－６ 飲食店 JS-0003-0472

明石鱗 明石市 大久保町駅前２－８－２１　　 飲食店 ZN-0002-5858

炭火焼鶏 じろう 明石 2 号店 明石市 大明石町１－１１－１－１０３ 飲食店 JS-0005-7881

お好み焼つくし明石本店 明石市 大明石町１－１３－２　　 飲食店 ZN-0001-9756

漁師寿司 海蓮丸 明石店 明石市 大明石町１－１３－５ 飲食店 JS-0004-0675

肉の館 羅生門 明石店 明石市 大明石町１－６－１　パピオスあかし１Ｆ 飲食店 JS-0003-0135

明石発酵所鍛冶二丁 明石市 大明石町１－６－２２　新錦江ビル８Ｆ－Ｃ区画　 飲食店 ZN-0002-1895

今日や 明石市 大明石町１－７－２２ 飲食店 JS-0000-5128

肉焼食堂もりしん 明石市 大明石町１－７－２２　　 飲食店 ZN-0001-9736

わいわい居酒屋はなや 明石市 大明石町１－７－３０　アイビーキシヤビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9642

五半 明石市 大明石町１－８－８　　 飲食店 ZN-0001-9699

七輪バルゆきひら 明石市 鍛治屋町１－６ 飲食店 JS-0005-9176

umi 明石市 鍛治屋町３－３０　　 飲食店 ZN-0001-9701

さかづき 明石市 鍛治屋町４－１９　 飲食店 ZN-0001-9721

炭火焼鶏 じろう 明石市 鍛治屋町５－３７　赤松ビル 飲食店 JS-0003-2357

ポルコ食堂 明石市 東仲ノ町１０－１８　みなとビル明石東仲ノ町５Ｆ 飲食店 JS-0004-4871

ステーキ・鉄板焼 こぞう 明石市 東仲ノ町１０－９ 飲食店 JS-0003-7821
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猪の螢 明石駅前店 明石市 東仲ノ町１１－２５　テネシービル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1883

一龍亭 明石市 東仲ノ町１１－２６ 飲食店 JS-0003-0760

鮨秀 明石市 藤江８９０－７６　　 飲食店 ZN-0001-9734

浜小町 明石市 二見町東二見１３２８－１ 飲食店 JS-0001-9621

鮨丹甫 明石市 本町１－１２－１８　　 飲食店 ZN-0001-9664

イタリアン＆スパニッシュバルオリーブオリ 明石市 本町１－１－３２　明石商工会館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9698

ワインバー W 明石市 本町１－１－３２　明石商工会館１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5698

魚菜酒蔵 だいがく 明石店 明石市 本町１－２－４６ 飲食店 SL-2000-6451

和ごころ万彩 明石市 本町１－３－１４　　 飲食店 ZN-2000-3753

ROSSO 明石市 本町１－４－２０　 飲食店 SL-2001-0005

山陽亭 明石市 本町１－６－１２ 飲食店 JS-0002-9725

ITALIAN ＆ WINE Tre 明石市 本町１－８－２０ 飲食店 JS-0001-7785

樂 明石市 本町１－９－８ 飲食店 JS-0003-2938

真 明石市 本町２－１－７　平野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0934

いくら家 丼 明石本店 明石市 本町２－２－９　１Ｆ 飲食店 JS-0003-5974

居酒屋チューボー かわもと 明石市 和坂１２－１２　ＨＯＵＲＡＩビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-6257

ステーキハウスおおくぼ 明石店 明石市 和坂１－３－６ 飲食店 JS-0004-2603

和料理 翔山 明石市 和坂１４－５　ヒューマンハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0799

HOW 明石市 花園町３－５ ショッピング JS-0003-8984

野球人 Umeda 明石市 魚住町長坂寺３６６－１ ショッピング JS-0003-5394

tatsumi sports 明石市 桜町１１－１３　 ショッピング SL-2000-9865

shootingstar 明石市 桜町６－１５　グラサート１０２号 ショッピング JS-0005-5510

あかり薬局 明石市 山下町８－１１ ショッピング JS-0005-1427

パセリ 明石市 小久保２－１－２０－２０３ ショッピング JS-0003-2320

株式会社岩井寿商店 明石市 松江７５９－１２ ショッピング JS-0003-3594

アビット大久保店 明石市 大久保町ゆりのき通２－２－６　ＳＨＵＮＤＯビル４Ｆ ショッピング JS-0001-0546

漢方専門 ノムラ薬局 明石市 大久保町駅前２－１１－２ ショッピング JS-0005-4483

ソ－レル　山　 明石市 大久保町西島８１６－５　　 ショッピング PK-0000-8305

酒の岡田屋 大久保店 明石市 大久保町大窪２６８５－６ ショッピング JS-0004-7029

フローリストながお 明石市 大久保町大窪３４１７　　 ショッピング ZN-2000-2195

カスタムオートマルタ 明石市 大久保町大窪９４２－３ ショッピング JS-0005-2502

亀谷時計店 明石市 大明石町１－６－１ ショッピング JS-0005-7691

すみの 明石市 大明石町１－６－１　パピオスあかし１Ｆ－１２０　 ショッピング ZN-0002-6018

メガネの和光 明石市 大明石町１－６－１　パピオス明石 ショッピング JS-0003-9600

TOC コンタクト 明石市 大明石町１－７－３３　大手ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-6881

明石市立市民病院売店 明石市 鷹匠町１－３３ ショッピング JS-0005-4159

Hypericum 明石市 樽屋町２－３ ショッピング JS-0001-9234

octet． 明石市 鍛治屋町６－２０　松本ビル２Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-4788

リカーショップ マルヤマ 明石市 朝霧東町３－６－４７ ショッピング JS-0004-6254

Kohan 明石市 鳥羽１４７８－１－１０２　　 ショッピング PK-0000-8944

ダイビングショップ BLUEBLUE 明石 明石市 天文町２－５－１３　子午線ビル ショッピング JS-0003-4299

センタス 明石店 明石市 東仲ノ町１０－１７　１Ｆ ショッピング JS-0002-9233

BEE 明石市 東仲ノ町１０－１７　センタリバビル２Ｆ ショッピング JS-0002-8800

リモーネ 明石市 東仲ノ町６－１　アスピア明石北館１Ｆ ショッピング SL-2000-9663
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シューズショップ カワカミ 明石市 東仲ノ町６－１　アスピア明石北館１Ｆ－Ｎ１０４ ショッピング JS-0002-6684

チェックローズ 明石店 明石市 東仲ノ町６－１－１０５ ショッピング SL-2001-1206

AutoPlatz 明石市 二見町西二見１７３６ ショッピング JS-0001-8041

Seven Two Surf 明石市 二見町西二見７－４ ショッピング JS-0003-2568

眼鏡工房ノイエ 明石市 二見町東二見８８８－３ ショッピング JS-0001-0450

アビット二見店 明石市 二見町東二見９０１－１ ショッピング JS-0001-0542

株式会社 花雅 明石魚棚店 明石市 本町１－３－１８　 ショッピング SL-2000-1798

ブティック ラム 明石市 和坂１２－１２　 ショッピング SL-2000-7742

ホームドライ 大久保西店 明石市 魚住町金ヶ崎６３－１ サービス AL-0000-0277

KISAKI 明石市 魚住町清水４３７－９ サービス JS-0002-3573

英國屋 魚住南店 明石市 魚住町西岡石が坪１３２１－１ サービス AL-0000-0262

整体院 I ＇ s （整体院アイズ） 明石市 山下町１３ー１２ー１　ＳーＣＵＢＥ２Ｆ サービス SL-2000-2852

ホワイト急便 小久保 1 丁目店 明石市 小久保１－９－７ サービス JS-0005-5339

clue 明石市 小久保２－１－２１　　 サービス ZN-0002-7418

DEEPbyshiny 明石市 小久保２－１－４　コトブキビル３Ｆ　 サービス ZN-0003-0629

ホワイト急便 小久保 2 丁目店 明石市 小久保２－１４－９ サービス JS-0005-5334

ハリミツクリーニング ピーコック明舞店 明石市 松が丘２－３－３　ピーコックストア明舞店１Ｆ サービス JS-0004-1226

ハリミツクリーニング 西明石店 明石市 西明石南町２－１４－１ サービス JS-0004-1220

クリーニングプラザ シーズ店 明石市 西明石北町１－３－２２　清秀レジデンス１Ｆ サービス JS-0004-1224

英國屋 太寺店 明石市 太寺天王町２７８６－５ サービス JS-0004-8959

有限会社 堂本動物病院 明石市 大久保町わかば８－１７ サービス JS-0000-8390

Hair ＆ Spa flare －志－ 明石市 大久保町駅前１－１７－１０　パレロワイヤル参番館１Ｆ サービス JS-0000-9285

ハリミツクリーニング 大久保店 明石市 大久保町駅前２－２－２１ サービス JS-0004-1234

BONHEUR hair offrir 明石市 大久保町松陰１１１５－１　セオコート明石Ⅱ１Ｆ サービス JS-0004-4990

core hair 明石市 大久保町大久保町２８６－１５ サービス JS-0005-5949

美容室 サロンド ジョイ 明石市 大久保町大窪１８２２－３ サービス JS-0002-6373

K － STYLE 明石市 大久保町大窪５３９－１　エテルノスクウェア五番館１０１ サービス JS-0002-4082

BONHEUR hair 明石市 大久保町大窪５４５－２　カージェ緑風館１０１ サービス JS-0002-7779

整体スペ－スひまわり 明石市 大久保町大窪５５０－１　プランド－ル大久保３０１　 サービス PK-0000-9138

ルシエルブルー 明石市 大久保町福田２－７－８ サービス JS-0004-1761

ホワイト急便 大蔵海岸店 明石市 大蔵海岸通２－２ サービス JS-0005-5333

ジールヤマグチ 大蔵店 明石市 大蔵本町４－５ サービス JS-0000-5982

クールヘアー 明石市 大道町１－１－２５ サービス JS-0000-4975

美容室ぐぅ・ちょき・ぱぁ 明石市 大明石町２－５－８ サービス JS-0000-1803

広田クリーニング 朝霧店 明石市 朝霧東町３－５－３３ サービス JS-0005-5130

ジールヤマグチ 朝霧駅前店 明石市 朝霧南町１－１８０－１　リードサザンビル１Ｆ サービス JS-0000-5986

クリーニング アルファ 朝霧店 明石市 朝霧南町１－４８８－１３ サービス JS-0004-8717

Bios Ark 明石市 朝霧南町２－２３３－５　山口ビル２Ｆ サービス JS-0002-6124

flare ー想ー 明石市 鳥羽１５３７ サービス JS-0004-7261

ライフ調剤薬局藤江店 明石市 藤江１３５３－３ サービス JS-0002-3097

Hair Studio STELLA 明石市 二見町西二見１２０６－１０ サービス JS-0001-5420

StelanzahairCreation 明石市 二見町西二見１５７－１３　上坂ビル１Ｆ サービス JS-0000-8752

ヘアーサロン ふたみ 明石市 二見町東二見３７５－１ サービス JS-0001-1574

￥100 レンタカー西明石店 明石市 明南町２－１８－５ サービス JS-0002-5407
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ジールヤマグチ 西明石駅前店 明石市 和坂１３－６　プラスパ西明石１０２ サービス JS-0000-5961

キャッツ 明石店 明石市 東仲ノ町１０－１５　４Ｆ その他 JS-0003-1466


