
1 2020/9/7
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和楽 日立市 金沢町２－７－１１ 飲食店 JS-0001-4035

うおっ鶏日立 日立市 幸町１－１１－１　YB ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5410

ビオハーヴェスト日立駅店レストラン＆カフ 日立市 幸町１－１－３－２ 飲食店 JS-0004-4781

蕎麦処まち庵日立駅店 日立市 幸町１－１－３－３ 飲食店 JS-0004-5468

大華楼 日立市 幸町１－１５－１ 飲食店 JS-0003-1445

Cercatrova 日立市 幸町１－７－１　打出屋第二ビル 飲食店 JS-0000-3556

食彩食道とび田 日立市 幸町１－７－１６ 飲食店 JS-0000-3536

旬菜喰楽ぶ TOMO 日立市 幸町２－７－４　　 飲食店 ZN-2000-4847

網元本館 日立市 鹿島町１－１５－１１　　 飲食店 ZN-0001-1489

居酒屋 楽しや 日立市 鹿島町１－２０－１０ 飲食店 JS-0002-4336

蟹海楽 日立市 鹿島町１－２０－１３　　 飲食店 ZN-0002-3217

居酒屋藤吉 日立市 鹿島町１－２０－３ 飲食店 JS-0001-2722

新橋 日立市 鹿島町１－２１－１　　 飲食店 ZN-2000-4846

デュバブレン 日立市 若葉町３－９－４ 飲食店 JS-0001-6099

福寿司 日立市 神峰町１－１０－２６　　 飲食店 ZN-0002-9297

串揚げ酒場 雫 日立市 神峰町１－１０－４　TJP 第２ビル１Ｆ中央 飲食店 JS-0002-6946

焼肉繋 日立市 神峰町１－１０－４　トツグジャパン１Ｆ 飲食店 JS-0004-2766

新月 日立市 千石町１－１４－１ 飲食店 JS-0002-8610

白山 日立市 千石町１－１５－１６ 飲食店 JS-0002-9069

呑もう屋 Tagirl 日立市 千石町１－３－１８ 飲食店 JS-0005-5442

白耳蟻館 日立市 千石町２－７－７ 飲食店 JS-0001-8967

縄のれん 日立市 多賀町１－１１－２８－１０４ 飲食店 JS-0002-0731

王将鮨 日立市 多賀町２－１９－６ 飲食店 JS-0000-3656

いづみや 日立市 大みか町１－１７－９　　 飲食店 ZN-0001-2713

仏蘭西町 日立市 大みか町１－２－１６ 飲食店 JS-0003-6261

和食玉の井 日立市 大みか町２－２２－１ 飲食店 JS-0000-8790

あもん大みか店 日立市 大みか町２－２３－７ 飲食店 JS-0004-8165

はんじょう 日立市 大みか町２－２３－８ 飲食店 JS-0000-0677

山郷屋 日立市 大みか町２－２５－１ 飲食店 JS-0005-7290

アンブロッシェ 日立市 大みか町２－２８－１０　佐藤ビル１０２ 飲食店 JS-0002-6092

鮨 蔦や 日立市 大みか町２－３－１０ 飲食店 JS-0001-6069

レストラン清海 日立市 大みか町４－１４－１３ 飲食店 JS-0001-2693

焼肉弁慶 日立市 東多賀町２－１０－６ 飲食店 JS-0005-9275

凛家 日立市 南高野町３－１５－１４ 飲食店 JS-0002-3810

ねこりん 日立市 日高町１－２８－１５　 飲食店 SL-2000-1223

美味小家 日立市 平和町１－１７－４ 飲食店 JS-0001-4574

つる伴 日立市 平和町１－１７－４ 飲食店 JS-0001-4667

弐鷹 日立市 平和町１－１８－１２　皆川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5162

居酒屋ぼっち 日立市 平和町１－１８－２ 飲食店 JS-0003-2393

膾炙亭 日立市 弁天町１－１０－８　　 飲食店 ZN-2000-5140
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地矢吹林 日立市 弁天町１－１－１１ 飲食店 JS-0001-2691

まんぼう 日立市 弁天町１－１１－１０　　 飲食店 ZN-0002-7954

司季彩庵まさ志 日立市 弁天町１－１１－２　　 飲食店 ZN-2000-4845

食彩酒つくしんぼ 日立市 弁天町１－１３－１３　　 飲食店 ZN-0002-9323

居酒屋海楽 日立市 弁天町１－１６－１５ 飲食店 JS-0001-3853

餃子 BAR G － BROS 日立市 弁天町１－２－１５ 飲食店 JS-0002-9536

海都 日立市 弁天町１－３－８　　 飲食店 ZN-0002-9359

魚の宿忠 日立市 弁天町１－７－５　　 飲食店 ZN-0001-2474

楽天酒家 日立店 日立市 弁天町１－７－８ 飲食店 JS-0000-1227

moonBow 日立市 弁天町１－８－１７　　 飲食店 ZN-0002-7922

旬肴酒場板火 日立市 弁天町１－９－１０ 飲食店 JS-0004-2312

韓国居酒屋釜山 日立市 弁天町２－６－７　鈴木ビル　　 飲食店 ZN-2000-2087

一心堂日立店 日立市 会瀬町４－５－１３ ショッピング JS-0000-9256

ときわ書店　日立滑川店 日立市 滑川町１－１５－１５ ショッピング AL-0000-0003

K ショップ 日立市 久慈町３－９－２１ ショッピング JS-0002-8394

みどり園 日立市 宮田町２－６－１０ ショッピング JS-0004-9658

日立南書店 日立市 金沢町１－７－１７ ショッピング JS-0002-9333

アイパルメガネ日立店 日立市 金沢町３－１９－１３　くにたか眼科内 ショッピング JS-0002-9801

荒井タイヤ 日立市 桜川町３－３－１６ ショッピング JS-0001-6088

春秋舎 日立市 鹿島町１－１２－６　　 ショッピング ZN-2000-4830

レディーズランドココ 日立市 鹿島町１－１３－９　　 ショッピング ZN-0002-4974

仏壇仏具のショウルーム大知 日立市 鹿島町１－１５－７ ショッピング JS-0004-6801

（株）並木スポーツ 日立市 鹿島町１－１６－１５　 ショッピング SL-2000-9834

CLIFF 日立市 鹿島町１－７－４　 ショッピング SL-2000-0914

ナニワ運動具店 日立市 鹿島町２－１５－４ ショッピング JS-0005-8542

［HC］有限会社三栄電機商会石名坂店 日立市 石名坂町１－６－３ ショッピング JS-0001-8313

こばやし眼鏡補聴器 日立市 千石町１－５－１１　 ショッピング SL-2000-0924

運平堂 多賀店 日立市 千石町２－４－３３ ショッピング JS-0001-9000

カメブ呉服店 日立市 多賀町１－１３－７　 ショッピング SL-2000-2623

茶舗 牧ノ原 日立店 日立市 多賀町１－１４－２　 ショッピング SL-2001-1215

運平堂 大みか本店 日立市 大みか町１－６－７ ショッピング JS-0001-8999

肉屋 半七 日立市 大みか町４－３－１３ ショッピング JS-0001-9544

肉屋半七 日立市 大みか町４－３－１３ ショッピング JS-0005-4337

［HC］有限会社三栄電機商会 日立市 中成沢町２－８－１４ ショッピング JS-0001-8123

東金沢薬局 日立市 東金沢町５－６－１６　　 ショッピング PK-0000-3116

フラワーハウスワタナベ 日立市 日高町１－３１－５ ショッピング JS-0004-5145

［HC］有限会社大部無線 日立市 弁天町１－７－１３ ショッピング JS-0001-8227

アップル車検 日工自動車サービス 日立市 滑川町１－１３－８ サービス JS-0002-8637

YTY’S 日立市 滑川本町１－９－４０ サービス JS-0001-9394

有限会社オートリサイクルまるしん 日立市 金沢町４－２６－２８ サービス JS-0001-7462

ナイスレンタカー日立営業所 日立市 砂沢町１０７２－２ サービス JS-0000-7822

スピックハウス美容室 日立市 桜川町３－１１－６　沢田ハイツ１０３ サービス JS-0000-2842

アルーア 日立市 助川町１－９－１６　いろはやビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-4848

ヘリオス写真スタジオ 日立市 神峰町１－１０－７ サービス JS-0004-3633
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有限会社アウェイク 日立市 神峰町３－６－１　 サービス SL-2000-5275

HairSpaceSAI       日立市 諏訪町２－６－２２ サービス AD-0000-2344

ベルハウス 日立市 千石町２－１７－５ サービス JS-0000-1482

美容室ウーマン 日立市 千石町２－５－９ サービス JS-0001-7332

美容室アレンジ 日立市 大みか町２－２６－９　 サービス SL-2000-0392

株式会社パワーグッド 日立市 大みか町４－１－１５ サービス JS-0003-0778

イバジュウ日立営業所 日立市 東滑川町４－８－５　　 サービス PK-0000-4700

オートテクノ金沢営業所 日立市 東金沢町１－２０－２８ サービス JS-0002-4223

サロンドヒロシ 理容室 日立市 東大沼町２－３０－１３ サービス JS-0002-2386

ruce 日立市 弁天町２－７－１　　 サービス ZN-0002-6351

カラオケプレステージ 日立市 鮎川町６－７－２５ エンターテインメント JS-0002-1781

ドレミ日立滑川店 日立市 滑川町１－１－３ エンターテインメント JS-0001-6986

ドレミ大みか店 日立市 大みか町２－２８－６ エンターテインメント JS-0002-0193

ドッグフレンドゆうゆ 日立市 森山町３－７－２０ その他 JS-0001-6089


