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リストランテマーノ・マーノ 水戸市 けやき台１－１３７ 飲食店 JS-0005-0678

寿司康 水戸市 栄町１－１１－２６ 飲食店 JS-0000-0534

しゃぶしゃぶみと 水戸市 栄町１－１－２　ビラウォークビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1350

北浜 水戸市 栄町１－７－８ 飲食店 JS-0000-0940

弥介寿司 水戸市 栄町２－１－６　　 飲食店 ZN-0002-6855

珈琲哲學水戸店 水戸市 加倉井町１９５２－１ 飲食店 JS-0003-7877

deuxieme ete 水戸市 河和田１－１６９９－１３ 飲食店 JS-0002-5730

河和田二丁目 水戸市 河和田２－７－１ 飲食店 SL-2001-0463

ぎんざスエヒロ水戸店 水戸市 笠原町１２５３－９ 飲食店 JS-0001-0595

味処ときわ 水戸市 笠原町１５２１－１ 飲食店 JS-0001-1196

ゑびす 水戸市 笠原町１６２５の５ 飲食店 JS-0004-5541

さつま 水戸市 笠原町３５０－７ 飲食店 JS-0004-0125

酒処ふらいぱんいまーじ 水戸市 笠原町６００－３５　水明館　　 飲食店 ZN-2000-4287

イタリアンバルヴェッキオアルベロ 水戸市 笠原町８８７－２４ 飲食店 JS-0003-7872

銀座鳥清 水戸市 笠原町９７５－３ 飲食店 JS-0000-6774

大和屋 水戸市 笠原町９７８－３５　　 飲食店 PK-0000-1926

鮨幸 水戸市 吉沼町１７９０－３ 飲食店 JS-0002-7663

本陣 水戸市 宮町１－２－４　マイムビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1015

焼肉牛神 水戸市 宮町１－３－２６　　 飲食店 ZN-0001-1754

わさびの花 水戸市 宮町１－７－２０　ホテルテラスザガーデン水戸１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0929

居酒屋てんまさ 水戸市 宮町２－２－１　細谷ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0007

喰処・飲処てんまさ 水戸市 宮町２－２－３１　三友ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0602

かしの木千 水戸市 宮町２－２－５ 飲食店 JS-0000-7926

クーラクー 水戸市 宮町２－３－１５　　 飲食店 PK-0000-6377

串天一門 水戸市 宮町３－２－１４ 飲食店 JS-0005-8613

かふう 水戸市 宮町３－５－１６ 飲食店 JS-0001-1710

韓国ダイニング辛ちゃん 水戸市 見川２－１０８－２６　アーバンテラス一周館Ａ１０２　 飲食店 ZN-0002-8022

トラットリアチェントパスタ 水戸市 見川２－１０８－２６　アーバンテラス一周館Ｂ２０１　 飲食店 ZN-2000-3311

むぎとろ古民家すず 水戸市 見川５－１１４　　 飲食店 ZN-0002-8079

Be － ya 水戸市 見川町２１３１－１４５ 飲食店 JS-0000-5939

シェケン 水戸市 見川町２１３１－１８１２　 飲食店 SL-2000-2398

薫風 梅み月 水戸市 見和１－３１１－７　　 飲食店 ZN-0001-0262

焼肉 玄匠 水戸市 見和２－２４１－１　　 飲食店 ZN-0001-1149

和の料理 ふじ 水戸市 元吉田町１５６３ 飲食店 JS-0000-1098

げんき屋元吉田店 水戸市 元吉田町１６３４－１　　 飲食店 ZN-0002-6418

べにばな 水戸市 元吉田町９７２－６ 飲食店 JS-0004-6712

福禄寿 水戸市 元山町１－６－４０ 飲食店 JS-0001-6233

さくら屋 水戸市 五軒町２－１－１８　市原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6260

鮨・割烹・豊臣 水戸市 五軒町３－１－１２　プレジデントビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-5816

焼肉とら一 水戸市 五軒町３－１－１４　MK ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-2362
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レストランマロン 水戸市 五軒町３－１－１８ 飲食店 JS-0002-1596

まんまる 水戸市 五軒町３－１－２２　すずめビルＢ１－５ 飲食店 JS-0000-8816

オドゥマック韓国居酒屋 水戸市 五軒町３－５－９　飯村不動産第７ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2339

焼酎 BAR 香音 水戸市 五軒町３－６－３　第２江戸ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0656

中華料理 北京 水戸市 五軒町３－６－８ 飲食店 JS-0001-6276

炭火焼仁 水戸市 五軒町３－６－８　松の木ビル１ＦＢ 飲食店 JS-0004-7365

壽司とし 水戸市 柵町２－８－８　　 飲食店 ZN-0001-2669

Kells 駅前店 水戸市 桜川１－５－１８　水戸駅南オフィスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2745

水戸スペインバル GANCHO 水戸市 桜川１－７－１３　サンオリエント１０８ 飲食店 SL-2000-8950

Loca Diablo 水戸市 桜川１－７ー１３　１Ｆ 飲食店 JS-0006-0102

四川厨房 炎神 水戸市 桜川２－１－６　アイランドビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2939

四川厨房 美 水戸市 酒門町３２９８－８ 飲食店 JS-0001-7097

和牛食堂笠原店 水戸市 小吹町２７０１　　 飲食店 ZN-0001-0693

和料理　常陸の凡 水戸市 小吹町２８５７－６　　 飲食店 PK-0000-6483

蕎麦処みかわ 水戸市 松本町１７－７５　 飲食店 SL-2000-6437

Dining Bar Noisy 水戸市 上水戸３－６－３４ 飲食店 JS-0004-4537

焼肉ぎゅうしょう 水戸市 上水戸４－６－２１ 飲食店 JS-0005-9625

ぶち Dining 水戸市 城南１－３－２２ 飲食店 JS-0001-0606

惠風 水戸市 城南１－３－２７　小祝ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5663

えぞの味 北のしまだ 本店 水戸市 城南１－４－１２　柏木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1557

喰い処・晩酌やかぐら 水戸市 城南１－５－２３ 飲食店 JS-0000-6597

和牛焼肉越 水戸市 城南１－５－４２　C･K 第１ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-0728

旬肴和屋 美味 水戸市 城南１－６－４ 飲食店 JS-0001-9585

しまだ別邸 饗 水戸市 城南１－６－４０　　 飲食店 ZN-0001-2684

あぶり焼き しまだ鱗 水戸市 城南１－７－２７　　 飲食店 ZN-0001-2722

中村屋 水戸市 城南１－８－４　高丸ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4663

ワールドカップ 水戸市 城南２－２－２５ 飲食店 JS-0000-9717

田吾作 月 水戸市 城南２－４－８ 飲食店 JS-0001-8258

ととや 水戸市 城南２－７－１　　 飲食店 PK-0000-0563

山久 水戸市 城南２－７－１　常磐第２ビル 飲食店 JS-0002-9722

田吾作 駅前 水戸市 城南２－７－１　常磐第２ビル２０６ 飲食店 JS-0000-8529

料理茶屋 島津 水戸市 常磐町２－１４－５ 飲食店 JS-0000-1243

Meat ＆ TableLANTAN 水戸市 新原１－３０７８－３２ 飲食店 JS-0002-0643

マ・キュイジーヌ「鉄板」 水戸市 石川４－３８９６－２６ 飲食店 JS-0001-6082

ときわ亭 水戸県庁前店 水戸市 千波町１９５３－６　AIDY １０２ 飲食店 JS-0002-6859

ステーキハウス彩 水戸市 千波町２３１０ 飲食店 JS-0004-1862

オーボンヴィヴェール 水戸市 千波町２３１０ 飲食店 JS-0004-1863

ハッシシ 水戸市 千波町７４８ 飲食店 JS-0003-4576

ワインハウスレニエ 水戸市 千波町７７０－１１ 飲食店 JS-0000-8880

割烹いづみ 水戸市 泉町２－１－３５　　 飲食店 ZN-0001-2483

naka じ 水戸市 泉町２－１－４３ 飲食店 JS-0004-5821

MaisondeFamille 水戸市 泉町２－２－３１　スマイルタワー１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5417

花日亭 水戸市 泉町３－２－１８　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-0724

開化亭 水戸市 泉町３－３－１８ 飲食店 JS-0001-5266
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まいど 水戸市 泉町３－３－１９ 飲食店 JS-0001-3477

小料理余暇 水戸市 泉町３－３－１９　ランドビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5689

はな川 水戸市 泉町３－４－４　　 飲食店 ZN-2000-5855

Bar・Bebop 水戸市 泉町３－４－８　第５岩崎ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0211

酒工房歩偕 水戸市 泉町３－５－３　二番街ビル１－Ｂ 飲食店 JS-0004-7494

中川楼 水戸市 泉町３－５－６ 飲食店 JS-0000-8658

あもん 水戸市 泉町３－６－３ 飲食店 JS-0003-0748

鮨処築地富次郎 水戸市 双葉台４－５５９－８ 飲食店 JS-0004-2313

鮨処 菊之助 水戸市 大工町１－３－１７　第一八光ビル 飲食店 JS-0002-8669

藍や 水戸市 大工町１－３－１７　第一八光ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8419

CafeDinerkei 水戸市 大工町１－３－２　かわかみビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1006

おんな焼き鳥鶏センター 水戸市 大工町１－３－２　かわかみビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1183

煮丁 水戸市 大工町１－３－２　かわかみビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6736

さすらいのカンテキ水戸酒場 水戸市 大工町１－３－２　かわかみビル１Ｆウラ　 飲食店 SL-2000-4596

Food ＆ Bar Y 水戸市 大工町１－３－２　かわかみビル４Ｆ３ 飲食店 JS-0002-8700

奴寿司 水戸市 大工町１－４－１０　　 飲食店 ZN-0001-2487

四季の味 ゆたか 水戸市 大工町１－４－１２ 飲食店 JS-0003-1653

TigreBlanche 水戸市 大工町１－４－１２　大工町ビル　 飲食店 ZN-0001-1746

青藍 水戸市 大工町１－４－１２　大工町ビル１Ｆ３号室 飲食店 JS-0003-5970

SHINOYA 水戸市 大工町１－４－２８　鈴木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1175

肉酒場ぜろ 水戸市 大工町１－５－１２　MK ビル２　１Ｆ 飲食店 JS-0003-9242

ottimo 水戸市 大工町１－５－１６　MK ６ビル１ＦＡ 飲食店 JS-0002-1854

ミッチーズバーリプル 水戸市 大工町１－５－１８　アドバンスビル１Ｆ－Ｃ　 飲食店 ZN-2000-0986

ItarycucinaA’s 水戸市 大工町１－６－１　ベルスポットビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1376

居酒屋でん助 水戸市 大工町１－６－１８　あじびる２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0410

酒菜や よつ葉 水戸市 大工町１－６－２９ 飲食店 JS-0003-7613

雑魚萬 水戸市 大工町１－６－２９　ミスタームーンライト２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6982

割烹魚政 水戸市 大工町２－１－２３ 飲食店 JS-0000-3604

レストラン西洋堂 水戸市 大町３－１－５　 飲食店 SL-2000-6129

ろじものイ座 水戸市 中央１－１－２８　聖城マンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0361

呑み喰い処 福わらひ 水戸市 中央１－３－１１ 飲食店 JS-0002-1222

水戸居酒屋 豚らんど 水戸市 中央１－３－１１ 飲食店 JS-0002-9011

割烹まち鮨水戸本店 水戸市 中央１－５－６ 飲食店 JS-0004-1582

kitchenbarLamp 燈 水戸市 中央１－６－３２ 飲食店 JS-0002-2973

Workers　Coffee　St 水戸市 中央１－８－４　サウサリ－ト中央１０Ｅ　 飲食店 PK-0000-6577

バー CROSS 水戸市 中央２－２－１　ア－バンスタ－ビル１０１　 飲食店 PK-0000-2299

ハワイアンダイニング HAUOLI 水戸駅南店 水戸市 中央２－７－１４ 飲食店 SL-2000-1883

ぐるめ酒房富栄 水戸市 中央２－８－４１幸栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5515

扇規 水戸市 天王町１－４３　　 飲食店 ZN-0001-5443

九州屋台 九太郎 水戸店 水戸市 南町１－２－２６ 飲食店 JS-0002-6308

ビストロエンドウ 水戸市 南町１－３－１８　２Ｆ 飲食店 JS-0000-5107

焼肉ごじゃっぺ 水戸市 南町１－４－１　ＡＦビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1952

やきとり永田 水戸市 南町１－４－４０ 飲食店 JS-0003-4592

けむり屋 水戸市 南町２－１－５４　　 飲食店 PK-0000-0395
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日本料理店酒蔵瀬良美 水戸市 南町２－２－３２　羽田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8904

ビベーレ 水戸市 南町２－３－３２　西洋倶楽部ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-4500

L’IVRESSE 水戸市 南町２－３－３２　西洋倶楽部ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8645

炭火焼鶏 とり三 水戸市 南町２－６－２５　華ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7972

小料理 Toco 水戸市 南町３－３－３９　丸二ビルディング１Ｆ　 飲食店 ZN-0003-1089

Bigori 水戸市 南町３－４－７０ 飲食店 JS-0000-9261

アグレアブル 水戸市 南町３－６－２６　ニューヨークビル 飲食店 JS-0001-4086

BAR セレーネ 水戸市 南町３－６－２６　ニューヨークビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2641

ミルプランタン 水戸市 白梅１－７－１５　江橋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4572

旬鮮料理創 水戸市 白梅２－６－１　リバティーハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0000-4685

食工房 SHINOWA 水戸市 白梅２－６－１３　　 飲食店 ZN-0002-2088

GREENROOM 水戸市 白梅４－１－３８　栃木ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5522

居酒屋め組 水戸市 姫子１－１２５－３　鳥久コーポ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6992

なかよし亭 水戸市 姫子２－６６５－２２ 飲食店 JS-0000-4967

お肉のおいしいレストラン夢浪漫 水戸市 姫子２－７６７－２ 飲食店 JS-0003-7874

鮨処 や田べ 水戸市 浜田１－１０－１３ 飲食店 JS-0002-0672

サザコーヒー茨城大学ライブラリーカフェ店 水戸市 文京２－１－１　　 飲食店 ZN-0002-6494

緑鮨 水戸市 平須町１５８－２９ 飲食店 JS-0002-7334

ヴァンサンカン米沢店 水戸市 米沢町２３７－１３ 飲食店 JS-0001-2659

トーテムポール 水戸市 堀町１１６３－１３ 飲食店 JS-0002-8563

金ちゃん鮨 水戸市 末広町１－２－４５　　 飲食店 ZN-2000-0425

居酒屋西濃 水戸市 末広町３－２－１１ 飲食店 JS-0000-8133

焼肉大門 水戸市 末広町３－８－１７ 飲食店 JS-0004-5180

有限会社サガワデンソー 水戸市 けやき台３－６０－２ ショッピング JS-0002-7572

ミヤモト酒店 水戸市 栄町１－１－２２　 ショッピング SL-2000-3839

株式会社小田部繊維 水戸市 栄町１－８－７ ショッピング JS-0001-8380

エースゴルフスタジアム 水戸市 加倉井町４４５ ショッピング JS-0001-7609

Global Cars 水戸市 河和田町４３５５－１ ショッピング JS-0003-1120

Life 水戸市 河和田町４７０－７ ショッピング JS-0006-0097

クロサワ眼鏡店 水戸笠原店 水戸市 笠原町１１９１－１１　 ショッピング SL-2001-1742

サンコー塗料 水戸市 笠原町１４１９　　 ショッピング PK-0000-8555

Patisserie Tomoji 水戸市 笠原町１５２２－１ ショッピング JS-0004-5146

（株）千成屋作業服水戸店 水戸市 笠原町１９５－１ ショッピング JS-0005-0949

二木ゴルフ 水戸店 水戸市 吉沢町１０２０－１　 ショッピング AX-2000-0040

オーディオ南海 ANNEX MITO 水戸市 吉沢町１５８ ショッピング JS-0001-8292

厨古屋 水戸市 吉沢町３８１－１ ショッピング JS-0000-4453

印章の福千 水戸市 宮町２－１－２１　大栄ビル２Ｆ ショッピング JS-0001-2552

茶舗 牧ノ原 水戸市 宮町２－４－２４　 ショッピング SL-2001-1213

茶舗 牧ノ原 見川店 水戸市 見川２－１０８－２６　アーバンテラス一周館１Ｆ ショッピング SL-2001-1214

和楽や美乃善 水戸市 見川２－７６－４　Ｃ－４ビル１０２　 ショッピング ZN-2000-4831

おしゃれの店新藤 水戸市 見川３－８７３ ショッピング JS-0000-3580

クロサワ眼鏡店 水戸見和店 水戸市 見和３－５７１－２　 ショッピング SL-2001-1743

シューズセンターヨコスカ 水戸市 元吉田町１４４４－２１ ショッピング JS-0002-7111

パティスリー KOSAI 水戸市 元吉田町２２３８－６ ショッピング JS-0001-8166
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ディスカウントショップ YAMAGO7 水戸市 桜川２－５－５　 ショッピング SL-2000-7687

カメラのスナオシ 水戸市 三の丸１－１－１５ ショッピング JS-0000-3822

運平堂 水戸店 水戸市 三の丸１－４－４ ショッピング JS-0001-9001

ピットパワー 水戸市 酒門町１０９９－１ ショッピング JS-0002-7571

ドローンスクールジャパン茨城水戸 水戸市 酒門町４２２８－１　　 ショッピング PK-0000-3253

ときわ書店水戸 R6 号店 水戸市 城東５－２－３７ ショッピング JS-0000-7357

シュガーレイ 水戸市 城南１－２－１５　ＡＡ城南ビル１Ｆ ショッピング AD-0000-0257

トネリコ 水戸市 常磐町１－１－１４－１０１　 ショッピング SL-2001-0242

［HC］セイエーデンキ新原店 水戸市 新原１－１９－１２ ショッピング JS-0001-8524

模型専門店ホビーランド 水戸市 新原１－３－１４ ショッピング JS-0004-6963

ファッションギャラリー メイクス 水戸市 石川１－３８２５－１ ショッピング JS-0000-4075

（有）ひたち電器 水戸市 石川３－４１３４－２８ ショッピング JS-0005-6760

株式会社まごころ畳 水戸営業所 水戸市 石川４－４０４３－２６ ショッピング JS-0005-9111

引田時計店 EVES 水戸市 赤塚１－１９５７－１ ショッピング JS-0001-9229

有限会社澤田屋商店 水戸市 千波町２３２２ ショッピング JS-0004-0623

トツカフローリスト 水戸市 泉町１－３－１７　　 ショッピング ZN-0001-3058

無一物 空 水戸市 泉町１－６－１　京成百貨店パサージュ ショッピング JS-0000-6709

クロロフィル水戸美顔教室 水戸市 泉町２－２－３６　マリリンビル３Ｆ ショッピング JS-0004-7713

株式会社タキタ 水戸市 泉町３－１－２９ ショッピング JS-0002-1849

コレクト 水戸市 泉町３－１－３２　松尾ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-4363

株式会社パパメイアン 水戸市 泉町３－６－１　田村ビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-4128

かわかみ 水戸市 大工町１－３－２ ショッピング JS-0002-4796

NEUTRAL 水戸市 大足町１９３６－１ ショッピング JS-0003-1277

ミロール 水戸市 中央１－８－８　　 ショッピング PK-0000-2919

ゴルフギヤ TOBITA 水戸市 東野町２５７－４　　 ショッピング ZN-0002-4800

［HC］株式会社柴沼金物 水戸市 内原１－２２５ ショッピング JS-0001-8622

ア グランクール 水戸内原店 水戸市 内原２－１　イオンモール水戸内原１Ｆ ショッピング JS-0005-6960

スタディオ・S 水戸内原店 水戸市 内原２－１　イオンモール水戸内原１Ｆ ショッピング JS-0005-6984

ジュエリー小林 水戸市 南町１－２－２３ ショッピング JS-0001-5944

レディースショップ イーズ 水戸市 南町１－３－３８ ショッピング JS-0004-6720

ブティックフォークローバー 水戸市 南町１－４－２３　久我ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-8161

メガネのクロサワ 水戸本店 水戸市 南町２－４－３７　 ショッピング SL-2001-1929

バロウズ 水戸市 南町３－３－４３　小林ビルＢ１Ｆ ショッピング JS-0005-6805

POSITIVETHINKING 水戸市 白梅１－５－８　サンビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-5370

デプスインビンシブルジャパン 水戸市 平須町１３２５－３１ ショッピング JS-0004-7626

さかきや平須店 水戸市 平須町１８２８－２９１ ショッピング JS-0001-3142

酒バッカス 水戸市 平須町１９０１－６ ショッピング JS-0003-8733

菓匠にいつま 水戸市 堀町２１６０－５ ショッピング JS-0002-8837

メガネのクロサワ 水戸下市店 水戸市 本町３－２－２６　 ショッピング SL-2001-1928

ビューティステーションふたば 浜田店 水戸市 本町３－２３－２５　 ショッピング SL-2000-8408

ふたば化粧品 本店 水戸市 本町３－３－３　 ショッピング SL-2000-8409

サンパワーセイブけやき台店 水戸市 けやき台３－３８ サービス JS-0005-0751

ヘアブロス 水戸市 けやき台３－６－１ サービス JS-0005-0148

本田幸司 水戸市 河和田１－１５３５－４３　リバーシャトー１０４ サービス SL-2000-5212
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HairdesignArtyz 水戸市 河和田２－１７８２－１ サービス JS-0001-2040

RAISE 水戸市 河和田２－２１８５－１　サンライズビル２－１Ｆ サービス JS-0000-8049

もみ屋すまほ 水戸市 河和田３－２２８１－６　はるなビル１Ｆ－Ａ　 サービス PK-0000-5416

RITZ mito 水戸市 笠原町１２３２ー３ サービス JS-0005-6114

RITZ mito 水戸市 笠原町１２３２ー３　 サービス SL-2000-2825

マッシュヘアー 水戸市 笠原町７２６－３ サービス JS-0000-5523

f 水戸市 吉沢町２１６－６ サービス JS-0005-8754

Rencontre 水戸市 吉沢町３４－５　 サービス SL-2000-3636

CLOUCHER 水戸市 宮町２－１－２１　大栄ビル３Ｆ サービス JS-0002-3362

PLUTO by GALAXY 水戸市 宮町２－４－２４　杉山ビル１Ｆ サービス JS-0004-6637

Soleil 水戸市 見川２－３０７９－５　 サービス SL-2000-6453

おかにわ動物病院 水戸市 見川５－１２６－２２ サービス JS-0002-7850

サンパワー見和店 水戸市 見和２－４９６－３ サービス JS-0005-0755

マツエク本舗赤塚店 水戸市 見和２－４９６－３　木下テナント２Ｆ サービス JS-0004-5828

サンパワーコープ水戸店 水戸市 元吉田町１０４９－１ サービス JS-0005-0725

MADERA 水戸店 水戸市 元吉田町１２２－２　　 サービス ZN-2000-3037

Foglia 水戸市 元吉田町１５４９－１ サービス JS-0004-1521

KalaSalon 水戸市 元吉田町１６９５－１９　　 サービス PK-0000-2600

innocenttiara 水戸市 元吉田町８５９－４　　 サービス ZN-0001-2976

シザーハンズ 水戸市 元山町１－６－３０　　 サービス PK-0000-2998

BiBi 水戸市 元台町１４５９－１ サービス JS-0004-2504

ネイルズニコ 水戸市 元台町１４５９－１　元台コーポ２０２ サービス SL-2000-4937

レンタカーサービス水戸 水戸市 鯉淵町１６６６－６ サービス JS-0000-8167

サンパワー水戸駅前店 水戸市 三の丸１－４－１４　小川ビル１Ｆ サービス JS-0005-0696

レンタカーサービス水戸駅前店 水戸市 三の丸２－２－２７　リバティービル１Ｆ サービス JS-0001-0622

株式会社サカエ自動車 水戸市 酒門町１１３９－３ サービス JS-0001-6072

HairmakeLIVEHIKARIE 水戸市 酒門町２１３８－６　　 サービス ZN-0002-8010

Flap ー flap 水戸笠原 水戸市 小吹町２５９０－１　ツインズ笠原内（ヨークタウン内） サービス JS-0005-6851

マルクオート 水戸市 小林町７２５ サービス JS-0001-6275

グランジ 水戸市 上水戸２－７－９ サービス JS-0000-7363

ヘアウェーブ　エミ 水戸市 上水戸３－５－１８　　 サービス PK-0000-8023

サンパワーヨークベニマル新原店 水戸市 新原１－３０７８－６２ サービス JS-0005-0695

サンパワー西原店 水戸市 西原１－１４－６６ サービス JS-0005-1003

グエルヘアー 水戸市 西原１－１４－７ サービス JS-0001-6070

HAIRDESIGNCRAFT 水戸市 赤塚１－１６　エスコート赤塚イーストＢ１０２ａ サービス JS-0001-1547

サンパワー赤塚駅前店 水戸市 赤塚１－１９８４－４ サービス JS-0005-0717

犬猫総合施設 グリーンヒル 水戸市 千波町１２８６－８ サービス JS-0001-8427

ナイスレンタカー水戸営業所 水戸市 千波町１７９２ サービス JS-0004-2412

テクニカルショップ リミット 水戸市 千波町１７９４－１０ サービス JS-0002-3937

サンパワー千波本店 水戸市 千波町２３７４－４０ サービス JS-0005-0757

筋膜メディカル整体院水戸店 水戸市 千波町２５４－３ サービス JS-0005-4493

アンジュヘアー 水戸市 千波町９１９－１　サンモールパレス水戸２０１ サービス JS-0001-5066

hair ＆ makezizou 水戸市 泉町２－２－４６　小堀店舗　　 サービス ZN-0002-3963

サンパワーヨークベニマル双葉台店 水戸市 双葉台４－６４７－１ サービス JS-0005-0705
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CARNEO 水戸市 大塚町１８３９－２ サービス JS-0002-1200

OZONE 水戸市 中央２－３－２３　水戸第一ホテル別館１Ｆ サービス JS-0001-4092

Limb 水戸市 東野町６９３－１　レクシオン南１Ｆ サービス JS-0005-2120

アスクワリィ 水戸市 南町２－１－５５　木内ビル１Ｆ サービス SL-2000-0428

白牡丹　美容院 水戸市 南町３－３－３６　　 サービス PK-0000-7961

LIVETOREA 水戸市 南町３－３－３９　丸二ビル北側１Ｆ　 サービス ZN-0001-1949

美容室 care 水戸市 南町３－４－３３ サービス JS-0001-6152

ケイズギャラリー 水戸市 備前町５－２７　備前ハイツ１Ｆ サービス JS-0001-3887

ルクシア 水戸市 姫子１－４６８－２０ サービス JS-0001-8763

HairSalonRagool 水戸市 姫子１－８１７－３９　　 サービス PK-0000-2528

COLOURJACQUES 水戸赤塚 水戸市 姫子２－３０　ヨークタウン赤塚内 サービス JS-0005-6966

Le．jardinhairproduce 水戸市 平須町１６６１－１ サービス JS-0004-7031

hair and beauty clover 水戸市 米沢町２４８－３ サービス SL-2000-1861

サンパワーカスミ水戸堀町店 水戸市 堀町１０２１－２ サービス JS-0005-1004

ながた動物病院 水戸市 堀町１１２２－１４ サービス JS-0002-4943

五藤薬局 水戸市 本町３－２０－５ サービス JS-0001-5907

株式会社新興自動車整備工場 水戸市 本町３－２１－９ サービス JS-0002-2044

LIVEQUALIA 水戸市 柳町１－３－１３　　 サービス ZN-0001-1508

ライフワン 水戸市 有賀町１０５８ サービス JS-0002-2983

ペットサロンパル 水戸市 河和田町４４０５－１１２ その他 JS-0000-6222

電子タバコ専門店 Vape Yankees 水戸市 見川５－１５６－２　 その他 SL-2000-3269

Studio PIC 西原店 水戸市 西原２－１６－６　 その他 SL-2001-0648

わんわん CLUB 水戸市 千波町２７７０ その他 JS-0002-0298

Studio PIC 千波店 水戸市 千波町６３０－２２　 その他 SL-2001-0948

とり Cafe いっけんめ 水戸市 東赤塚２１６５　 その他 SL-2000-6249

伝統の打刃物 中屋平治 水戸市 本町３－１９－１　 その他 SL-2000-9695

シャディナカムラ 水戸市 末広町２－１－２９　 その他 SL-2001-1046


