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櫻井自動車 かすみがうら市 下佐谷７５１－１ ショッピング JS-0003-8634

協和自動車 本店 かすみがうら市 上稲吉１９５７－３ ショッピング JS-0002-7375

サロン ド アラモード かすみがうら市 稲吉２－６－２３ サービス JS-0000-6547

株式会社サザコーヒー本店 ひたちなか市 共栄町８－１８　　 飲食店 ZN-2000-6336

吉野寿司 ひたちなか市 金上１０２５－１ 飲食店 JS-0001-0007

季節料理よし野 ひたちなか市 元町１－１０　　 飲食店 ZN-2000-4402

すし蔵 ひたちなか市 元町４－１ 飲食店 JS-0000-1586

燻せい・炙り人見屋 ひたちなか市 元町８－１２　元町プラザ２号館１０３　 飲食店 ZN-0002-9468

旬菜花門 ひたちなか市 高場６６－８　　 飲食店 ZN-2000-6809

太助鮨 ひたちなか市 笹野町１－１５－４８ 飲食店 JS-0001-4090

どんべえ ひたちなか店 ひたちなか市 笹野町２－１－３０ 飲食店 JS-0000-8607

京遊膳花みやこ ひたちなか市 笹野町３－１４－２６ 飲食店 JS-0000-8334

鮨処 花ひろ ひたちなか市 笹野町３－１４－２９ 飲食店 JS-0000-8424

船勢鮨 ひたちなか市 市毛５１３－１８ 飲食店 JS-0000-8526

焼肉と韓国料理　あかべこ ひたちなか市 市毛８３６－３　　 飲食店 PK-0000-6413

BARFame ひたちなか市 勝田泉町１２－４　　 飲食店 ZN-0002-9340

タイ国料理ラカントーン ひたちなか市 勝田泉町１３－３　　 飲食店 ZN-0001-1931

きらく ひたちなか市 勝田泉町１４－３　泉ハイツ２－１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7193

トラットリアアンドバルマルケン ひたちなか市 勝田泉町２－１　吉原ビル１０２　 飲食店 ZN-0002-2836

さんさん ひたちなか市 勝田泉町２－８ 飲食店 JS-0003-1393

STORMY MONDAY ひたちなか市 勝田泉町３－１０　第２益子ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0250

山甚道場 ひたちなか市 勝田泉町３－１２ 飲食店 JS-0000-1086

花 ひたちなか市 勝田泉町３－１３ 飲食店 JS-0001-2747

日本料理いさ美 ひたちなか市 勝田泉町３－１５ 飲食店 JS-0000-8563

焼肉牛や ひたちなか市 勝田泉町３－１７　　 飲食店 ZN-0002-9608

幸味処するが ひたちなか市 勝田泉町３－１８　　 飲食店 ZN-0001-2145

酒彩きらら ひたちなか市 勝田泉町３－２０ 飲食店 JS-0000-8641

寿司工房 すゞ木 ひたちなか市 勝田泉町３－８　酔夢ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1209

酒膳中なか ひたちなか市 勝田泉町４－８ 飲食店 JS-0000-8667

上々 ひたちなか市 勝田泉町８－１２　大星マンション　 飲食店 ZN-2000-3156

金満 ひたちなか市 勝田泉町９－３　　 飲食店 ZN-0002-9257

炙山 ひたちなか市 勝田中央１０－１９ 飲食店 JS-0002-7492

サザコーヒー勝田駅前店 ひたちなか市 勝田中央１－２　　 飲食店 ZN-0000-9867

旬彩おおかわ ひたちなか市 勝田中央１２－１ 飲食店 JS-0000-8599

Teppan 町や。 ひたちなか市 勝田中央３－１３　三河ビルディング１Ｆ 飲食店 JS-0001-6570

じゅうご屋 ひたちなか市 勝田中央３－１４　安藤ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5096

sonamu ひたちなか市 勝田中央３－４　クリスタルプラザ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3621

利休 ひたちなか市 勝田中央３－９　丸徳ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0393

五臓六っぷ ひたちなか市 勝田中央４－２　秋山ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-1519

アジアンダイニング武陵桃源 ひたちなか市 勝田中央４－９　田中ビル１０１　 飲食店 ZN-0002-9607
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大院閣 ひたちなか市 勝田中央７－１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-6700

カハナモク・カフェ ひたちなか市 勝田中央７－３　中央ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-8132

焼肉そんざん ひたちなか市 松戸町３－１－２０ 飲食店 JS-0000-4003

鮨いけのべ ひたちなか市 石川町１１－１　　 飲食店 ZN-2000-7039

焼肉遊天 ひたちなか市 中根５１４７－６ 飲食店 JS-0000-5583

沖縄料理・本場泡盛かりゆし ひたちなか市 東石川２００－７ 飲食店 JS-0000-6576

エルパソ ひたちなか市 東石川２－１－１ 飲食店 JS-0000-5945

やきとり大吉勝田店 ひたちなか市 東石川３１５０－１　　 飲食店 ZN-2000-6326

ひかり寿司 ひたちなか市 東大島２－１－２５ 飲食店 JS-0001-1793

焼肉樹々 ひたちなか市 表町１－１０ 飲食店 JS-0001-6625

さくら 100 年 ひたちなか市 表町３－１０　　 飲食店 ZN-0001-2670

和れん家 ひたちなか市 表町３－１２　　 飲食店 ZN-2000-7266

居酒屋 気楽 ひたちなか市 表町３－４ 飲食店 JS-0002-6615

さすけ ひたちなか市 表町６－１０　　 飲食店 ZN-0002-6421

テンヤ ひたちなか市 表町６－７　　 飲食店 ZN-0001-2492

そんざん ひたちなか市 表町６－９ 飲食店 JS-0006-0006

喰い道楽すみよし ひたちなか市 湊中央１－５－１２ 飲食店 JS-0000-5516

タイヤショップ市毛 ひたちなか市 稲田１４３１－７ ショッピング JS-0001-5228

メガネのクロサワ ひたちなか店 ひたちなか市 笹野町１－１１－１２　 ショッピング SL-2001-1926

茶舗 牧ノ原 勝田店 ひたちなか市 笹野町１－１２－３　カスミひたちなか笹野店内 ショッピング SL-2001-1216

伊勢増勝田笹野店 ひたちなか市 笹野町２－１－１　ガーデンヒルズ・U １０５　 ショッピング ZN-0001-2126

株式会社千成屋作業服 ひたちなか市 笹野町２－１１－１ ショッピング JS-0003-6882

マタニ武道具 ひたちなか市 枝川２２６－２ ショッピング JS-0002-4080

メンズショップ オーテル ひたちなか市 勝田中央６－１６　 ショッピング SL-2000-4413

［HC］株式会社川崎電機商会 ひたちなか市 勝田中原町６－１３ ショッピング JS-0001-8311

ブティックエコー ドン・キホーテ 勝田店 ひたちなか市 石川町１－１　MEGA ﾄﾞﾝ ･ ｷﾎｰﾃ勝田店１Ｆ ショッピング JS-0002-4098

カリン ひたちなか市 足崎１４５７－２５ ショッピング JS-0002-8560

キクチシング ひたちなか市 大平１－５－１３ ショッピング JS-0004-5909

ラ・クロシェット ひたちなか市 津田２８２９　　 ショッピング ZN-2000-6792

［HC］セイエーデンキ津田店 ひたちなか市 津田東２－７－１ ショッピング JS-0001-8522

一心堂ひたちなか店 ひたちなか市 田彦１５７３－１ ショッピング JS-0000-9217

仏心堂 ひたちなか市 田彦１６３７－１ ショッピング JS-0003-0555

［HC］セイエーデンキ田彦店 ひたちなか市 田彦９９８ ショッピング JS-0001-8525

グリーンサイクル・さいと ひたちなか市 東石川２－１４－２ ショッピング JS-0003-9528

フィルム工房 PIT － IN ひたちなか市 東石川２４３３－８５ ショッピング JS-0000-9492

ときわ書店ひたちなか店 ひたちなか市 東石川２－５－１２ ショッピング JS-0000-7379

みのり書房ひたちなか店 ひたちなか市 東石川３１２５－１４ ショッピング JS-0001-0389

勝田ラジコン模型 ひたちなか市 東石川３－１６－１８ ショッピング JS-0000-7805

［HC］DENKIKAN こじま ひたちなか市 東石川３５２７－６ ショッピング JS-0001-8344

［HC］株式会社ウチダデンキ ひたちなか市 馬渡２５６７－４ ショッピング JS-0001-8498

バルコン小池 ひたちなか市 表町２－４　　 ショッピング ZN-0001-2134

伊勢増本店 ひたちなか市 湊本町３－１１　　 ショッピング ZN-0002-4140

エコカーレンタカー水戸店 ひたちなか市 稲田７６８－２　　 サービス PK-0000-2987

ヘアガーデンロータス ひたちなか市 高場１６０８－２３　　 サービス ZN-0001-1228
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オプティニール ひたちなか市 高場２３４０－１ サービス JS-0001-9072

ask ひたちなか市 高場３－７－１５ サービス JS-0005-8597

産機リース ひたちなか市 高場４－１８－５ サービス JS-0003-3888

カサマツ動物病院 ひたちなか市 佐和２１９７－５８ サービス JS-0001-3152

MADERA ひたちなか店 ひたちなか市 笹野町１－１５－２　　 サービス ZN-2000-3171

勝田モータース ひたちなか市 笹野町３－１２－２１ サービス JS-0002-5782

美容室アーンティークラフト ひたちなか市 釈迦町２２－１４ サービス JS-0001-6610

Hair ＆ RelaxationJinn ひたちなか市 西大島１－１－２　港北東ビル１Ｆ サービス JS-0000-9376

かつた動物病院 ひたちなか市 津田２７２９－７ サービス JS-0002-9357

rico ひたちなか市 東石川１－１０－１ サービス JS-0005-1224

Flap ー flap ひたちなか ひたちなか市 東石川３６１４－２　ヨークベニマルひたちなか店内 サービス JS-0005-6873

アンジェリック ひたちなか市 東大島１－２２－３ サービス JS-0001-4034

りんごラボ ひたちなか市 東大島１－２５－２０　B&G ビル２Ｆ サービス JS-0003-5141

VTGeyelash ひたちなか店 ひたちなか市 表町４－７ サービス JS-0004-5829

サロン・ド・ラグジュ ひたちなか市 表町５－１　２Ｆ サービス JS-0002-4824

ギャラリー空 ひたちなか市 湊中央２－６－１９ サービス JS-0003-2355

ドレミ ひたちなか店 ひたちなか市 東石川１６５９－２ エンターテインメント JS-0001-9653

カラオケウーノ ひたちなか市 東大島１－２４－２７ エンターテインメント JS-0003-2483

イーグルゴルフセンター ひたちなか市 中根６６２－１０ その他 JS-0005-0515

ファンキー駄菓子屋ズンドコ商店 ひたちなか市 田中後４０－２　 その他 SL-2000-8747

タイレストランパヤオ 稲敷郡 阿見町うずら野２－６－１ 飲食店 JS-0005-1820

焼肉千里 稲敷郡 阿見町阿見２６６６－１　　 飲食店 ZN-0001-2948

手羽屋 稲敷郡 阿見町阿見４１７２－１　　 飲食店 ZN-0001-2907

魚と酒菜　とき和 稲敷郡 阿見町吉原　３５９７－１１８　 飲食店 PK-0000-6293

インドカレープリンス荒川沖店 稲敷郡 阿見町荒川本郷１３３４－２４　アラリスモールＡ－２ 飲食店 JS-0003-3232

ダイニングバーコサ 稲敷郡 美浦村信太５７４　ル・ソレイユ１Ｆ 飲食店 JS-0000-4705

トミーヒルフィガー阿見アウトレット 稲敷郡 阿見町よしわら４－１－１　阿見ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ９１０区画 ショッピング JS-0002-2600

オーテックプラザ 稲敷郡 美浦村大谷１４４７－１ ショッピング SL-2000-8108

nina 稲敷郡 阿見町阿見２６４０－２３　　 サービス ZN-0002-4069

KAY ＇ S 稲敷郡 阿見町阿見４６３０－１２２　 サービス SL-2000-2631

あらかわ本郷整骨院 稲敷郡 阿見町荒川本郷１３３９－８４ サービス JS-0003-2918

有限会社プロテック 稲敷郡 阿見町荒川本郷２０３３－４６０ サービス JS-0004-3219

トータル ガレージ ヤシチ 稲敷郡 阿見町荒川本郷２０８－１ サービス JS-0002-7433

クレール動物病院 稲敷郡 阿見町本郷３－１－１　ピアシティ荒川本郷 サービス JS-0001-5204

鮨小野 稲敷市 江戸崎甲４５５－２ 飲食店 JS-0001-4778

焼肉酒場正之佑 稲敷市 佐倉３２９５－１ 飲食店 JS-0004-3339

オートプレジャー 稲敷市 蒲ケ山４２－１１　 ショッピング SL-2000-8109

AVENUE 稲敷市 西代１４９５　ショッピングセンターパルナ１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8839

ヤマベ パルナ店 稲敷市 西代１４９５　ショッピングセンターパルナ２Ｆ ショッピング JS-0005-7487

Est 稲敷市 蒲ヶ山２１－１２ サービス JS-0003-8512

若菜亭 猿島郡 境町８１－１５ 飲食店 JS-0001-0406

オプト VIEW 境店 猿島郡 境町１２２　T-PLACE １Ｆ ショッピング JS-0002-3347

MIGARU 境店 猿島郡 境町１２２　T-PLACE ２Ｆ ショッピング JS-0004-9210

ジェントハツミ洋服店 猿島郡 境町１３２７－１　MGM パワーセンター１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-2560
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藤屋薬局 猿島郡 境町３６４ ショッピング SL-2001-1038

ドラッグニシワキ　境店 猿島郡 境町松岡町９５－１６　　 ショッピング PK-0000-8183

マカロニサーフ 猿島郡 境町上仲１５３９－１　 ショッピング SL-2001-1027

並木モータース 猿島郡 境町９６４－５ サービス JS-0002-9802

エモーション 猿島郡 境町上小橋２９７－３ サービス JS-0003-1235

バーバーマカロニ 猿島郡 境町上仲１５３９－１　 サービス SL-2001-1031

ブルーベース 猿島郡 境町塚崎２５８４－１３ サービス JS-0004-9613

炭火焼肉きらく 下妻市 下妻丁１３ 飲食店 JS-0001-0410

割烹 ます田 下妻市 下妻丁２１９　 飲食店 SL-2000-5229

居酒屋まつやま、下妻本店 下妻市 江１６５８－１　　 飲食店 ZN-0002-5339

田中屋 下妻市 下妻丁３－５　　 ショッピング PK-0000-4022

REAL － TECH 下妻市 山尻１８７－１ ショッピング JS-0001-8841

K2SURFBOARDS 下妻市 長塚１８４－４　 ショッピング SL-2000-3307

ブックアート大塚屋 下妻市 長塚３８－１　 ショッピング SL-2000-0662

ちゃくちゃくちゃく下妻店 下妻市 長塚４１－１ ショッピング JS-0005-0123

マツエク本舗下妻店 下妻市 下妻丁２１１－３ サービス JS-0004-9445

Foris ヘアーサロン 下妻市 下妻戊１０１　 サービス SL-2000-7841

リリー美容室 下妻市 本宗道８－２ サービス JS-0005-0890

創作居食屋 楽人 笠間市 旭町１２１－３ 飲食店 JS-0005-6629

いばらき食彩 香寿亭 笠間市 旭町３７７－９－２ 飲食店 SL-2000-3781

そば処のざわ 笠間市 稲田１４１４　　 飲食店 PK-0000-2794

BrasserieTerroir 笠間市 押辺２１０８－７ 飲食店 JS-0001-4039

宝珍 笠間市 押辺２７２０－２０ 飲食店 JS-0005-6657

レストラン モン・ラパン 笠間市 笠間１１５０ 飲食店 JS-0001-6783

たちばな 笠間市 笠間１２６４ 飲食店 JS-0005-4620

そば処つたや 笠間市 笠間１２７９　　 飲食店 PK-0000-6082

大衆割烹ふぐ膳 笠間市 笠間１５４７－３ 飲食店 JS-0001-6074

洋食屋 SUN 笠間市 笠間１６２１ 飲食店 JS-0005-4256

笠間森のレストラン MONOMI 笠間市 笠間２５１７－１　ホテルイオアルフェラッツ内 飲食店 JS-0001-3006

フレンチ食堂アルモニ 笠間市 笠間４０４４－１　２Ｆ 飲食店 JS-0005-3649

彩食酒房　吉 1 笠間市 吉岡８９－２　　 飲食店 PK-0000-6768

游々禮楽 竹水亭 笠間市 小原２６９５－１４０ 飲食店 JS-0000-0440

いなり工房 ISAGO 笠間市 東平４－５－４５ 飲食店 JS-0005-5137

そば処 なが井 笠間市 八雲１－３－６ 飲食店 JS-0005-7280

壱番亭笠間店 笠間市 飯合５５－３　　 飲食店 ZN-0001-2842

キムチ工房　かわさき 笠間市 福島６１７　　 飲食店 PK-0000-6522

きもの荒川 笠間市 下郷４０９７ ショッピング JS-0001-2909

アイモールイチカワ 笠間市 下郷４１５９－２ ショッピング JS-0005-8023

GALLERY 桜 笠間市 下市毛２７３ ショッピング JS-0002-2825

桧佐陶工房 工場 笠間市 下市毛４３－１ ショッピング JS-0005-4837

桧佐陶工房 笠間市 下市毛４３－１ ショッピング JS-0005-9527

モトビルド神原 笠間市 笠間１０８９－１ ショッピング JS-0005-7524

ほんまや 笠間市 笠間１１９２ ショッピング JS-0005-7093

（有）明治屋 笠間市 笠間１２６９ ショッピング JS-0005-7025
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有限会社ときわ 笠間市 笠間１２６９－２ ショッピング JS-0005-4227

笹目宗兵衛商店 笠間市 笠間１３３９ ショッピング JS-0005-6091

はたおか製菓 笠間市 笠間１４０９－８　　 ショッピング PK-0000-8504

Dou．Dou 笠間市 笠間１９７１－１ ショッピング JS-0001-7475

向山窯 笠間市 笠間２２９０－４ ショッピング JS-0001-6415

ひまわり薬局 笠間市 大田町２０８－１４４ ショッピング JS-0005-5215

タイヤセンター 長谷川 笠間市 飯合５８－１ ショッピング JS-0000-0394

リラクゼーションサロン　Live 笠間市 旭町２０４－３９　田母神テナントＢ－１　 サービス PK-0000-9140

カーコーナー TREND 笠間市 小原４５１４－３ サービス JS-0002-2824

ひまわり薬局 笠間市 大田町２０８－１４４ サービス JS-0004-0910

フェイスクラフト 笠間市 東平４－７－５０ サービス JS-0004-7151

いしかわ動物病院 笠間市 来栖２６５－３ サービス JS-0000-6486

サラダ館友部店 笠間市 鯉淵６５２７－１５　 その他 SL-2001-1261

咲くカフェ 久慈郡 大子町大子４１６－１　 飲食店 SL-2000-0938

藤田りんご園 久慈郡 大子町小生瀬３６９　　 ショッピング ZN-2000-4361

有限会社 田中屋時計店 久慈郡 大子町大子　６４９－２　 ショッピング SL-2000-0479

ユニフォームショップアオト 久慈郡 大子町池田１５７４－１　 ショッピング SL-2000-0347

天下一鳥 牛久市 ひたち野西３－３５－９ 飲食店 JS-0002-2273

好坊 ひたち野牛久店 牛久市 ひたち野西３－３７－１　クレアハウス１Ｆ 飲食店 JS-0003-0432

あみ焼元祖しちりんひたち野牛久店 牛久市 ひたち野東１－　２７－３－１０３ 飲食店 ZN-0001-0761

バル カサレス 牛久市 ひたち野東５－１１－５ 飲食店 JS-0001-5335

牛昇 牛久市 栄町５－４８　岡部テナント 飲食店 JS-0000-2816

ひたち野いしざき 牛久市 下根町５６４－５ 飲食店 JS-0001-9094

イタリアンダイニングだん 牛久市 女化町４０９－４　　 飲食店 PK-0000-0138

どんべえ牛久店 牛久市 神谷１－４１－５ 飲食店 JS-0000-9049

freestyle 迅 牛久市 中央２－１９－２ 飲食店 JS-0000-8090

焼肉 すぎうら 牛久市 中央３－２７－１５　　 飲食店 ZN-0001-0583

洋風居酒屋 you・裕 牛久市 中央５－１２－１４　モロオカビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0200

アンナ 牛久市 中央５－１７－１　　 飲食店 ZN-0002-9341

もつまる 牛久市 中央５－１７－１４ 飲食店 JS-0000-9379

酒彩味芳 牛久市 中央５－１８－２　　 飲食店 ZN-0001-2894

しちりん牛久東駅前店 牛久市 中央５－２０－２　　 飲食店 ZN-0001-1382

金太楼鮨 牛久店 牛久市 田宮町２－５５－１１　　 飲食店 ZN-0000-9893

串焼すぎうら牛久店 牛久市 南１－４－２７　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2719

naut 牛久市 南２－１－５　エガール吉川Ａ　　 飲食店 ZN-2000-0181

エンゼルコンタクト 牛久市 ひたち野東４－２－１　ひたち野ガーデンＡ－２ ショッピング JS-0000-1997

はんこ屋さん 21 牛久店 牛久市 栄町３－１３５－１　　 ショッピング ZN-0002-3309

やまと仏壇 牛久市 栄町３－９６ ショッピング JS-0001-5961

メガトン書店 牛久店 牛久市 牛久町８３６－１ ショッピング JS-0002-9661

ONABAKE97 牛久市 女化町９７ ショッピング JS-0001-6982

RIGIDSTORE 牛久市 上柏田２－３７－１　ウインウィル上柏田２　 ショッピング ZN-0002-9210

COSMETIC あいむ 牛久市 神谷２－１２－９ ショッピング JS-0005-3432

ウインズ・ユー牛久店 牛久市 中央４－１２－３　ルミエールアルシェ１Ｆ ショッピング JS-0000-7897

キングファミリーつくば牛久店 牛久市 猪子町９９５－５７ ショッピング JS-0005-0127
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サンスポーツ 牛久市 南２－１１－３７ ショッピング JS-0001-5554

さくら Vision 牛久市 南２－２５－１２ ショッピング JS-0000-4199

ファイテンショップ牛久店 牛久市 柏田町１５１５－３ ショッピング JS-0000-3435

SATURAN by GALAXY 牛久市 さくら台２－１－３８ サービス JS-0004-9440

ひたちのうしく動物病院 牛久市 ひたち野西３－１７－１１ サービス JS-0001-0309

blanca 牛久市 ひたち野西４－１１－９　ウエストアベニュー１０３　 サービス ZN-0001-2765

イン東京 牛久店 牛久市 ひたち野東２－７－２　アクロスプラザひたち野うしく店 サービス JS-0000-1429

IBL 牛久市 栄町１－１－２ サービス JS-0002-2559

H． 牛久市 栄町５－１０－１　 サービス SL-2000-1700

Haikarasan 牛久市 牛久町２４７－１ サービス JS-0002-2677

アリス動物病院 牛久市 上柏田４－１－１７ サービス JS-0001-4253

飯塚自動車 牛久市 正直町１２３３－３ サービス JS-0005-3655

Neutral hair design 牛久市 中央３－３０－５　牛久サンヨービル１０３ サービス JS-0001-2592

Louvre 牛久市 田宮町３３－１　岡野テナント１Ｆ サービス JS-0005-4631

HAIR MAKE PHRASE 牛久市 南２－１－１０ サービス JS-0000-0312

ALBEROD’ORO 牛久市 南４－１－３　　 サービス ZN-0002-2685

小坂自動車 牛久市 福田町２０６０－２ サービス JS-0003-9580

宝島 24 牛久店 牛久市 上柏田２－６－２　　 エンターテインメント PK-0000-1493

いっぴん亭 結城郡 八千代町菅谷１０２１－１　　 飲食店 PK-0000-6595

ゴルフ工房ギアサポート 結城郡 八千代町西大山６１３－１７　 ショッピング SL-2000-7192

竹垣自動車 結城郡 八千代町村貫７７６－１ サービス JS-0002-4403

IL GATTINO 結城市 鹿窪１０１１　 飲食店 SL-2000-2589

玲伊家 結城市 中央町１－２－４ 飲食店 JS-0001-6380

せき調剤薬局 結城市 結城１０６１１－１　　 ショッピング PK-0000-6102

（株）小倉商店 結城市 結城１１６ ショッピング JS-0004-0281

Ladies ＇ Shop やまなか 結城市 結城１７４ ショッピング SL-2000-3551

パリエ本店 結城市 結城８５８８－１ ショッピング JS-0002-0775

マダムパリエ結城店 結城市 結城８５８８－１ ショッピング JS-0002-0776

株式会社プランニングオフィス田中 結城市 結城９７４８－１ ショッピング JS-0002-8164

カーフレンド共栄結城店 結城市 小田林２５２９－１ ショッピング JS-0003-3279

包装品のしが結城店 結城市 新福寺６－１０－９ ショッピング JS-0004-9774

beauty － salon PeeeS 結城市 結城１１７５８－５２ サービス JS-0001-8833

koti 結城市 新福寺４－８－１　三条ビル１Ｆ西 サービス JS-0005-4670

lenord 結城市 新福寺６－３－２３ サービス JS-0002-3366

宝島 24 結城店 R50 結城市 新福寺６－１０－５　　 エンターテインメント PK-0000-3130

ステーキ店 DEN 古河市 旭町２－１１－２ 飲食店 JS-0002-3397

ステーキハウス千里 古河市 横山町１－４－１３　　 飲食店 ZN-0001-0798

モッツバー出城庵 古河市 横山町１－４－２８－１０２ 飲食店 JS-0004-2584

プリマベーラ 古河市 錦町１－８４ 飲食店 JS-0001-6475

焼肉ロード 古河市 原町６－１６ 飲食店 JS-0001-6477

廻る寿司黒潮 古河市 鴻巣９８３－１　　 飲食店 ZN-0001-1032

イタリア厨房ペントーラ 古河市 坂間７３－１ 飲食店 JS-0005-2610

焼肉高麗 古河市 三杉町２－３０－２２ 飲食店 JS-0000-6235

味処山びこ 古河市 上辺見２６０１ 飲食店 JS-0000-6772
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手打そば昇平 古河市 大堤６２０－５　　 飲食店 PK-0000-4722

KOREANDINING 焼肉大門 古河市 茶屋新田３４８－５ 飲食店 JS-0000-2727

境屋 古河市 東１－１１－２９ 飲食店 JS-0000-2697

喜楽飯店 古河市 東１－１－５ 飲食店 JS-0005-1492

チェリー 古河市 東１－２－９　ヌタヤビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5040

寿司割烹 達 古河市 東１－４－２５　　 飲食店 ZN-0001-2659

居酒屋ダイニング燻 古河市 東１－６－１３　　 飲食店 PK-0000-1364

肉酒場ザカルビ 古河市 東１－７－２７　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-5004

処々来ねか 古河市 東本町１－２２－２３ 飲食店 JS-0000-9987

BAR38 古河市 東本町１－５－３ 飲食店 JS-0000-5936

TOPLINEFACTORY 古河市 旭町２－１４－２０　　 ショッピング ZN-2000-4108

カーフレンド共栄古河店 古河市 下辺見２２３４－１ ショッピング JS-0003-3277

ギルド 古河市 関戸１７９０－１７３ ショッピング JS-0001-3463

ビーハウス古河店 古河市 鴻巣６０９－１ ショッピング JS-0000-7762

上根自動車 古河市 諸川２０１３　　 ショッピング ZN-0002-9174

うさうさラビトリー 古河店 古河市 小堤２０１７－２７　オリエントハイツ１０２ ショッピング JS-0003-0309

ル・セジェム 古河市 上辺見５４９－４ ショッピング JS-0002-9118

ゴルフアッパー 古河市 西牛谷１１２－５　　 ショッピング ZN-0001-2867

ときわ書店古河店 古河市 西牛谷９９８－１ ショッピング JS-0000-7359

弓削洋品店 古河市 中央町１－１０－４４ ショッピング JS-0002-8657

ノエル 古河市 中央町１－２－３２ ショッピング JS-0004-7133

Cabron 古河市 長谷町３０－２ ショッピング JS-0001-9371

TheKnot 古河市 東１－５－１５　　 ショッピング ZN-2000-2499

コハル花店 古河市 東本町１－１８－１４ ショッピング JS-0003-1741

MEN’SSHOPNAKADA 古河市 東本町２－３－１０ ショッピング JS-0001-9099

イソハタ薬局本町店 古河市 本町３－１－３１　　 ショッピング PK-0000-3884

茶舗大島園 古河市 雷電町　１－８４ ショッピング SL-2000-5358

CADENZA 古河市 旭町１－１０－１２　　 サービス ZN-0001-0719

羽部自動車整備工場 古河市 磯部１９６８ サービス JS-0003-1204

スミレ薬局 古河市 横山町２－４－１０ サービス JS-0003-1181

レンタルのニッケン 古河出張所 古河市 恩名１１１２－２ サービス JS-0003-2336

グータン 古河市 下山町１－４７ サービス JS-0005-2357

デュークス 古河市 下辺見２０７５－１８　アメニティビル１Ｆ サービス JS-0003-0705

アックス・リブ 古河市 西牛谷１０８６－１　　 サービス ZN-2000-3359

こやす自動車 古河市 西牛谷１２４６－２６ サービス JS-0003-0542

（株）富士屋硝子店古河店 古河市 中田１０９８－２ サービス JS-0005-2416

VTG eyelash 古河店 古河市 東１－１４－２３　スカイハウス１０２ サービス JS-0002-2065

Lily 古河店 古河市 東１－５－６　キャッスル古河２－Ａ サービス JS-0003-8985

Dr’sSalonLAB 古河店 古河市 東牛谷４７９－６　　 サービス ZN-2000-6902

セントラル Dogma 動物病院 古河市 東牛谷５３０－８ サービス JS-0000-6439

岩崎動物病院 古河市 東諸川１６２－２ サービス JS-0003-4234

懐石遊膳 福光 古河市 大手町９－１７　 その他 SL-2000-2619

なめがたファーマーズヴィレッジレストラン 行方市 宇崎１５６１ 飲食店 JS-0002-1550

なめがたファーマーズヴィレッジおいもジェ 行方市 宇崎１５６１ 飲食店 JS-0002-1551
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なめがたファーマーズヴィレッジらぽっぽベ 行方市 宇崎１５６１ ショッピング JS-0002-1553

なめがたファーマーズヴィレッジ産直野菜特 行方市 宇崎１５６１ ショッピング JS-0002-1554

大国屋本店 行方市 山田４５５　 ショッピング SL-2000-1044

菓子処　坂本 行方市 麻生１０７６－３　　 ショッピング PK-0000-8543

Y・Y COSME Yamaguchi 行方市 麻生４０－１ ショッピング SL-2000-0064

グラスヘアー 行方市 玉造甲６４２－１ サービス JS-0005-0151

クレヨン本店 行方市 麻生１４５－１１ サービス JS-0005-0183

焼肉牛若丸 高萩市 高浜町３－６２－４２ 飲食店 JS-0001-1838

寿々本 高萩市 東本町２－１４ 飲食店 JS-0004-2813

株式会社アイフラワー 高萩市 春日町２－７５ ショッピング JS-0003-1787

れんげ薬局高萩店 高萩市 東本町３－６６　　 ショッピング ZN-2000-3689

fashion ナカヤ 高萩市 本町１－２２　 ショッピング SL-2001-0496

インナーショップトモ 高萩市 本町２－１１　石ビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-7984

川魚料理　中屋 坂東市 岩井４５５５－１　　 飲食店 PK-0000-6445

鳥銀 坂東市 幸田１７４５ 飲食店 JS-0004-8107

泉光苑 坂東市 小泉９７５－１ 飲食店 JS-0003-4309

ステーキハウスうさみ亭 坂東市 辺田１１４２－３ 飲食店 JS-0001-5557

焼肉専門店カルビ屋 坂東市 辺田６５６－９　　 飲食店 ZN-0001-0634

ミラノピザコーンズ坂東店 坂東市 辺田７２２－４ 飲食店 SL-2000-3089

トップファッション すずき 坂東市 岩井２８９５－１３　 ショッピング SL-2000-1295

REDLINE 坂東市 岩井３４１７－４　 ショッピング SL-2000-5714

リサイクルマート坂東店 坂東市 岩井３４３２－６ ショッピング JS-0002-3483

佳味のかしや 坂東市 長須１８９２－３ ショッピング JS-0005-2020

グレイトマック 坂東市 長谷１１６０－１１ ショッピング JS-0002-7426

神田書店 坂東店 坂東市 辺田７００－１ ショッピング JS-0001-7245

MIKE　RACING 坂東市 岩井３２００　　 サービス PK-0000-8045

ネイルサロン ナチュレ 坂東市 岩井３３０４ サービス JS-0001-2056

スガヌマ薬局 坂東市 岩井４４４３　 サービス SL-2000-6516

COLOURJACQUES 坂東 坂東市 辺田１１０４－１　ヨークタウン坂東内 サービス JS-0005-6931

グラスディ岩瀬店 桜川市 上野原地新田２０２－１　　 飲食店 ZN-0001-1728

うま衛門 桜川市 真壁町飯塚１１３－１ 飲食店 JS-0004-6404

家具のさいとう 桜川市 上城２３４－１　 ショッピング SL-2000-2617

フレッシュあいカスミ岩瀬店 桜川市 御領１－５８ サービス JS-0005-4651

焼肉道場 鹿嶋店 鹿嶋市 宮中３６０－７ 飲食店 JS-0001-4364

居 ZACKStory 鹿嶋市 宮中４－５－１７　オレンジビル１０３ 飲食店 JS-0003-0291

炭火ダイニング神楽 鹿嶋市 宮中６－６－２０ 飲食店 JS-0000-3581

呑み処 陽 鹿嶋市 宮中７－１－３　 飲食店 SL-2001-0361

日本料理魯山 鹿嶋市 宮中７－７－１９ 飲食店 JS-0000-3679

焼肉牛若丸 鹿嶋市 鉢形１０８４－２５　ヨネカワ第３ビルＡ・Ｂ 飲食店 JS-0000-3883

Salotto．b 鹿嶋市 鉢形１５１７－７ 飲食店 JS-0004-2837

ジョニーズキッチン 鹿嶋市 鉢形台１－２－１　コア中山ビル１０７ 飲食店 JS-0002-1826

居酒屋満族鹿嶋店 鹿嶋市 鉢形台１－６－１８ 飲食店 JS-0005-2143

焼肉羅光苑 鹿嶋市 鉢形台２－２－１０ 飲食店 JS-0000-6262

やぐら 鹿嶋市 木滝佐田谷原入会３－２３ 飲食店 JS-0001-4199
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丸三老舗神宮駅前店 鹿嶋市 宮下２－９－６　　 ショッピング ZN-0001-1250

給前 振袖館 鹿嶋市 宮中１８８－１ ショッピング JS-0000-0788

ハンドメイド雑貨のお店 キャトル 鹿嶋市 宮中２０１２－１　 ショッピング SL-2000-5698

ヤマグチ薬局チェリオ店 鹿嶋市 宮中２９０－１　チェリオ１Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-3376

有限会社給前呉服店 鹿嶋市 宮中３５６－２ ショッピング JS-0001-4185

Boobu 鹿嶋市 宮中５２７２－４ ショッピング JS-0002-4910

オートギャラリー 鹿嶋市 谷原６２０－１ ショッピング JS-0003-9651

［HC］キョーエイ電機有限会社 鹿嶋市 鉢形１５１６ ショッピング JS-0003-1585

ファミリーファッションアイワ 鹿嶋市 鉢形１５２６－３ ショッピング JS-0005-6122

アジアンデザインアギン 鹿嶋市 平井１６５－１６ ショッピング JS-0000-5022

HEAT 鹿嶋店 鹿嶋市 宮下２－１２－２９　 サービス SL-2001-1476

Hair2 － crab’s 鹿嶋市 宮中８－１２－３　　 サービス ZN-0001-2562

オートメカニック鹿嶋 鹿嶋市 根三田１４９１－１ サービス JS-0002-3457

マツエク本舗鹿島店 鹿嶋市 佐田６３２－１　クラヴィアハウス２Ｆ サービス JS-0004-5871

小松崎機械株式会社 鹿嶋市 大船津２５２８ サービス JS-0003-1598

hairstudioTAMASHIRO 鹿嶋市 鉢形台１－１－５ サービス JS-0001-9401

gnome 鹿嶋市 鉢形台２－３－１ サービス JS-0004-9286

Monaccueil 鹿嶋市 緑ヶ丘４－６－１０ サービス JS-0005-2317

est amor 取手市 戸頭２－４７－１１ 飲食店 JS-0003-0505

i － kitchen 取手店 取手市 戸頭５－２－１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2629

酔仙酒蔵北勝取手店 取手市 取手２－２－５　高島屋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3648

イリスの台所 取手市 取手２－３－１３　和泉ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6927

ダイニングバー Y’s 取手市 取手２－３－１９ 飲食店 JS-0004-2413

亀すし 取手市 取手２－３－２０ 飲食店 JS-0001-2879

四季料理　野の花 取手市 取手２－３－３　　 飲食店 PK-0000-6695

岩沢酒店からあげ弁当店 取手市 取手２－５－２３　　 飲食店 PK-0000-4295

焼肉酒場またぎ 取手市 取手３－１－２　取手プラザ２Ｆ 飲食店 JS-0005-9898

鮨高はし 取手市 東３－４－１５－２　ファミリーショップ　 飲食店 ZN-0002-6815

炭火焼しちりん藤代店 取手市 藤代南１－７－１　　 飲食店 ZN-0002-9590

KUMARI 取手店 取手市 白山１－８－３７　　 飲食店 ZN-0001-5423

鮨源 取手市 浜田５９０－７　　 飲食店 PK-0000-6312

東取手病院売店 取手市 井野２６８ ショッピング JS-0005-3747

フランス菓子セビアーノ 取手市 戸頭３－３２－１５　メゾン戸頭１Ｆ　 ショッピング PK-0000-5748

株式会社サンスポーツ取手本店 取手市 戸頭４－１６－１３ ショッピング JS-0000-2846

スクールショップオリジン戸頭店 取手市 戸頭４－９－６ ショッピング JS-0001-8636

小川製菓 取手市 戸頭９－１－２２　　 ショッピング PK-0000-3019

歌舞伎あられ池田屋 取手市 山王２６６　 ショッピング SL-2000-2241

ファッションリゼ 取手市 取手２－４－１０　マツモトビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-4192

αサクライ 取手市 小浮気３５１ ショッピング JS-0005-9391

M’sBright 取手市 上萱場１１８－１ ショッピング JS-0001-1844

有限会社海老原電機店 取手市 新町１－２－４０ ショッピング JS-0000-3929

メガネ・補聴器のときわ 取手市 新町２－２－８　取手パークハイツ１０４ ショッピング JS-0000-3974

メガネのミエール 取手市 新町２－４－１　 ショッピング SL-2001-0335

メガネフロンティアミスターマックス取手店 取手市 東４－５－１　ミスターマックス取手店１Ｆ ショッピング JS-0000-5341
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戸祭貞次郎商店 取手市 東６－７０－１５　　 ショッピング ZN-2000-4730

岡田商店 取手市 本郷４－７－１８ ショッピング JS-0004-2744

asian PLACE 取手市 ゆめみ野３－３－１７　 サービス SL-2000-0425

Ares’Hairz 取手戸頭 取手市 戸頭１１１８－１　ヨークタウン１Ｆ サービス JS-0005-9344

ヘアーサロンオアシス 取手市 戸頭１２８０－３　ビィアーレ１０１　 サービス ZN-0001-3043

カバーヘアー・イヴ 取手市 戸頭６－３０－３－１０２　　 サービス ZN-0001-2983

Infy 取手市 取手２－１１－１　イチバビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-2759

ジェムウォッチ取手駅前店 取手市 取手２－３－１２　五明ビル１Ｆ サービス JS-0005-9250

HAIRSPACEUNIVERSE 取手市 取手２－６－１８　　 サービス ZN-0002-9395

ライラ取手店 取手市 新町１－８－５０　取手西口駐車場ビル１Ｆ サービス JS-0003-5341

Hairspray 取手 取手市 東４－５－１　ミスターマックス取手店内 サービス JS-0005-6843

HAIRDRESSERCUB 取手市 藤代南１－９－８　キャップストーン藤川Ｂ　 サービス ZN-0001-1331

イヤサカモータース 取手市 白山４－４－８ サービス JS-0000-7060

ユニバーサルペットスカイ 取手市 寺田５００１ その他 JS-0001-6255

取手市立市民会館 取手市 東１－１－５ その他 JS-0004-8213

養老乃瀧 新守谷店 守谷市 久保ヶ丘２－１２－６ 飲食店 JS-0001-7115

Backenbart 守谷市 高野６４７－１　　 飲食店 PK-0000-4092

金太楼鮨守谷店 守谷市 松ヶ丘３－９－１　　 飲食店 ZN-2000-7155

焼肉幸の助 守谷市 大柏１１０９－１ 飲食店 JS-0005-9766

炭火焼燦圭苑 守谷市 中央２－１６－１　アワーズもりや２Ｆ 飲食店 JS-0000-5683

エイティーファイブ 守谷市 中央２－１６－１７　well ナカヤマ２Ｆ 飲食店 JS-0002-0957

うらにわ 守谷市 中央２－１６－８　メゾンカルム２０１　 飲食店 ZN-0001-1030

九州屋台九太郎守谷店 守谷市 中央４－１０－７　ダッシュビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-3060

やまとや酒場惣吉守谷店 守谷市 中央４－１３－１８　　 飲食店 ZN-2000-3162

一笑一盃 守谷市 中央４－２１－１１　コトブキビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7018

ポッシュドマモン 守谷市 中央４－２１－１１　コトブキビル４Ｆ 飲食店 ZN-0002-3346

もも cafe 守谷市 板戸井２０８５－１　 飲食店 SL-2000-1787

酒郷 会津 守谷市 百合ヶ丘１－２３５４－２１０ 飲食店 JS-0001-4036

アイキッチン守谷店 守谷市 百合ヶ丘１－４８０８－４０１　　 飲食店 ZN-0001-1043

らぁーふ 守谷市 けやき台６－１６－７ ショッピング JS-0001-4127

ECHO71 カスミ守谷テラス店 守谷市 久保ヶ丘２－１－１　カスミ守谷テラス店 ショッピング JS-0002-8346

アトム電器新守谷店器ショップ・工事と家電製品 守谷市 久保ケ丘２－１２－５　 ショッピング SL-2000-7858

EINSTEINCAFE ＋ ZAKKA 守谷市 久保ヶ丘２－１６－４ ショッピング JS-0003-2369

お煎餅いおり庵　守谷　ふれあい道路 守谷市 久保ヶ丘２－１８－３　　 ショッピング PK-0000-8926

有限会社 K － 2PROJECT 守谷市 高野６１１－７ ショッピング JS-0002-4224

菓子工房　もみの木 守谷市 大柏９７０－３　　 ショッピング PK-0000-8964

東京ひよこ イオンタウン守谷店 守谷市 百合ヶ丘３－２４９－１　フードスクエアカスミ内 ショッピング JS-0003-0422

神田書店 新守谷店 守谷市 立沢１１３１－６ ショッピング JS-0001-7246

tavii 守谷市 けやき台１－３１－６ サービス JS-0005-7849

ё sther ～エステル～ 守谷市 松ケ丘２－８－４　ハイツルミアン１０１ サービス SL-2000-7193

美容室 e － dush 守谷市 松ヶ丘６－７－１１ サービス JS-0002-1642

HairSalonEternal 守谷市 松ヶ丘７－６－６ サービス JS-0001-1349

Ares’Hairz 守谷 守谷市 松並１９３０－１０９　ヨークタウン内 サービス JS-0005-6867

（株）富士屋硝子店守谷店 守谷市 大柏１００５－１５ サービス JS-0005-2411
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Cloud 守谷市 大柏１００８－２７　フローラーリア１０１ サービス JS-0002-5201

LOTUS SALON 守谷市 百合ヶ丘２－２７７０－１　サンフラワー２　１Ｆ サービス JS-0003-1502

美容室ニンティー 守谷市 立沢１９７－７２　フジノビル１Ｆ サービス JS-0001-6471

スクールショップオリジン守谷店 守谷市 薬師台１－４－５　 その他 SL-2000-8553

炭火酒家八兵衛 小美玉市 羽鳥２８１６－１３　ＭＨｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾚｲｽ１０１ 飲食店 JS-0001-0995

焼肉犇苑 小美玉市 堅倉１６９６－１２ 飲食店 JS-0004-4491

有限会社 J・P コーポレーション 小美玉市 羽鳥２６１４－１７ ショッピング JS-0004-2841

UNFINISH SOULS 小美玉市 江戸５７１－１３ ショッピング JS-0002-3039

株式会社植田電器 小美玉市 小川１５３６ ショッピング JS-0000-3738

HITZFACTORY 小美玉市 西郷地１６６７－６７　　 ショッピング ZN-2000-4244

松坂屋 小美玉市 中延１４７－１ ショッピング JS-0002-6538

花木センター 小美玉市 部室１１８９－４ ショッピング JS-0001-5004

setup 美容室 小美玉市 羽鳥２７２７－４　飯塚店舗９号 サービス SL-2000-8073

美容室セットアップ 小美玉市 堅倉１０１２　 サービス SL-2000-6164

堅倉モータース 小美玉市 堅倉１４３５－２ サービス JS-0002-8787

株式会社みのり自動車 小美玉市 堅倉１６３６－７ サービス JS-0002-6431

スクールショップ 小美玉市 中延１６－１ その他 SL-2000-6099

江戸屋 鳥八 常総市 新井木町１５－５ 飲食店 JS-0002-9186

つかさ 常総市 水海道森下町４５４１－３　　 飲食店 PK-0000-1153

FURU 常総市 沖新田町５３２ ショッピング JS-0004-1942

有限会社フラワーセンター紫峰園 常総市 原宿３２８－１ ショッピング JS-0005-7483

せきい薬局 常総市 新石下１０１２－１０　　 ショッピング PK-0000-3662

スパティアル ほりこし 常総市 水海道橋本町３２９８－１ ショッピング JS-0003-7257

LD ＋ 常総市 水海道山田町１１２２－１　 ショッピング SL-2000-4047

オートプロデュースベレッツァ 常総市 水海道山田町４６３６－１ ショッピング JS-0003-4695

ブラジリアンプラザ 常総市 水海道森下町３９１８ ショッピング JS-0000-9253

神田書店 常総店 常総市 水海道淵頭町２９０４－１ ショッピング JS-0001-7265

お煎餅いおり庵　水海道駅前店 常総市 水海道宝町２７２２－１　　 ショッピング PK-0000-8927

きものヨドナワ 常総市 水海道宝町３３８７　 ショッピング SL-2000-8491

株式会社カースリー 常総市 蔵持８５０－１ ショッピング JS-0004-6521

マスダスポーツ 常総市 蔵持９０６　 ショッピング SL-2000-7101

リサイクルショップ 物コミュニケーション 常総市 中妻町８１５－１９ ショッピング JS-0005-5033

株式会社シーメンテ 常総市 内守谷町１３９５－４ ショッピング JS-0003-7578

Free Will 常総市 三坂町６４２－２ サービス JS-0002-4589

塚本自動車 常総市 新石下１３５５ サービス JS-0002-2580

カラオケ beeHappy 水海道店 常総市 水海道宝町２７４１－３ エンターテインメント JS-0003-0628

割烹源氏 常陸太田市 宮本町３２５－６ 飲食店 JS-0003-4087

焼肉レストラン百済 常陸太田市 山下町１７１８ 飲食店 JS-0001-1656

旬彩まるよし 常陸太田市 内堀町３５１５ 飲食店 JS-0005-9272

アンティークギャラリー花てまり 常陸太田市 東二町２２２７　 ショッピング SL-2000-9200

クロサワ眼鏡店 常陸太田店 常陸太田市 塙町２９５３　 ショッピング SL-2001-1741

日座薬局 常陸太田市 栄町２４７４ サービス JS-0002-2823

ホーリーフェイムクリエイト 常陸太田市 金井町２８８９－１　 サービス SL-2000-0787

澤畠自動車整備工場 常陸太田市 内田町３０６６－２　　 サービス PK-0000-1919
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ドレミ 常陸太田店 常陸太田市 塙町２９５３ エンターテインメント JS-0001-9542

旭鉱末株式会社 真弓工場 常陸太田市 亀作町１６６０　 その他 SL-2000-3590

富貴楼 常陸大宮市 石沢１８２６－１　JK ３ビル 飲食店 JS-0001-1698

焼肉あぎょう 常陸大宮市 東富町６３４－４ 飲食店 JS-0003-9420

ヨツクラスポーツ 常陸大宮市 上町３８３－１ ショッピング JS-0003-2133

メガネのクロサワ 常陸大宮店 常陸大宮市 石沢１８５０－１　 ショッピング SL-2001-1927

グリーンユニホーム 常陸大宮市 石沢１８６５－２ ショッピング JS-0002-4507

VTG eyelash 常陸大宮店 常陸大宮市 上村田４１０－３　メゾン R&Y サービス JS-0002-0161

カーマスター 常陸大宮市 泉４４２－５ サービス JS-0002-1910

美容室チチンプイプイ 常陸大宮市 野中町３０５３－５２ サービス SL-2000-0850

（有）菊池自動車整備工場 常陸大宮市 野中町３２６０－４ サービス JS-0005-4707

居酒屋 QUO － QUO 神栖市 溝口１６８１－１ 飲食店 JS-0001-6068

食堂ジャックマーリー 神栖市 深芝南１－４－３　村上店舗Ｂ－４ 飲食店 JS-0003-2276

BISTRO GONZ 神栖市 神栖１－１７－９　鹿島産業第一ビルディング１０１ 飲食店 JS-0001-9404

バカ頭 神栖市 神栖２－１９－７ 飲食店 JS-0001-5683

楽太郎 神栖市 神栖２－２－２２ 飲食店 JS-0001-1969

大衆ホルモン牛房 ’s 神栖市 神栖２－２－２５ 飲食店 JS-0000-5335

BlueBee 神栖市 神栖２－３－２３　　 飲食店 ZN-2000-3805

すしふぐに組 神栖市 神栖２－３－５０ 飲食店 JS-0005-2018

湖海 神栖市 神栖２－５－１９ 飲食店 JS-0001-3748

焼肉道場 神栖店 神栖市 神栖３－３－２４ 飲食店 JS-0001-4365

Dewor 神栖市 神栖４－１２－１　ＯＨビル２０１　 飲食店 ZN-2000-3797

焼肉レストラン庄花亭 神栖市 太田１８８５－６ 飲食店 JS-0002-8562

地鶏旬菜 神楽 神栖市 大野原１－１３－１１ 飲食店 JS-0001-4066

彩食肴酒慶 神栖市 大野原１－１３－１２ 飲食店 JS-0000-7196

くすの木 神栖市 大野原１－２６－４ 飲食店 JS-0004-8283

あいらう 神栖市 大野原１－６ 飲食店 JS-0001-2720

韓サラン 神栖市 大野原１－６－４　イーストタウンＢ 飲食店 JS-0002-0910

居酒屋姉妹 神栖市 大野原２－１０－１５ 飲食店 JS-0000-7187

ちどり 神栖市 大野原２－１２－１７ 飲食店 JS-0001-8585

有限会社えぞずし 神栖市 大野原２－１７－１７ 飲食店 JS-0001-4121

大衆割烹みどりや 神栖市 大野原２－１９－８ 飲食店 JS-0001-6067

串焼 三男坊 神栖市 大野原２－２５－６ 飲食店 JS-0001-6603

居酒屋満族大野原店 神栖市 大野原３－１１－９ 飲食店 JS-0005-2140

家庭料理豊亀 神栖市 大野原３－１－２８ 飲食店 JS-0004-8517

炙り陣 神栖市 大野原３－１３－２０ 飲食店 JS-0005-2384

蕎麦と酒むぎわら 神栖市 大野原３－２－２１　サンコーウイングタウンＡ－２ 飲食店 JS-0004-4697

ダイニング てぃーだ 神栖市 大野原３－２－２１　サンコーウイングタウンＢ－１ 飲食店 JS-0001-4580

まほろば 神栖市 大野原３－９－２６ 飲食店 JS-0001-6576

居酒屋満族神栖本店 神栖市 知手３０３２－３４ 飲食店 JS-0005-2176

居酒屋 恵の樹 神栖市 知手３７２６－２ 飲食店 JS-0003-3188

おいしんぼう蔵 神栖市 知手中央２－６－２９ 飲食店 JS-0003-7406

高麗苑 神栖市 知手中央３－１０－２　　 飲食店 ZN-0001-2808

焼肉チャンス 神栖市 知手中央３－２－１８ 飲食店 JS-0001-2724
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居酒屋ままや 神栖市 知手中央３－９－１５ 飲食店 JS-0001-1269

インダージュ 神栖市 知手中央３－９－１５　　 飲食店 ZN-2000-4908

酒飯ちょいも 神栖市 知手中央５－１－６　塙店舗２ 飲食店 JS-0003-2464

割烹 梅元 神栖市 知手中央９－４－３８ 飲食店 JS-0001-8352

才蔵 神栖店 神栖市 知手中央９－７－５ 飲食店 JS-0001-1549

Cafe ＆ DiningPOPO 神栖市 土合南３－１－２１ 飲食店 JS-0002-1006

炭火串焼 黒田屋 神栖市 土合本町３－９８０９－２５７ 飲食店 JS-0000-0158

月のあぐら 神栖市 日川４５００－２ 飲食店 JS-0001-1807

プライムリブ 神栖市 波崎６４８２ 飲食店 JS-0001-4129

花寿司 神栖市 波崎６５５８－４　　 飲食店 PK-0000-0562

レストラン＆バー バロン 神栖市 平泉２３９－１ 飲食店 JS-0001-3998

中華きしん神栖本店 神栖市 平泉２７５７－１５　　 飲食店 ZN-0001-1374

Soba 処丁 ’s 神栖市 平泉東１－６４－９９　　 飲食店 PK-0000-0961

旬彩 栖 神栖市 平泉東３－２３－７ 飲食店 JS-0002-6860

雅 神栖市 木崎２４０６ 飲食店 JS-0000-0923

創和食さんらく 神栖市 木崎２４０６－５５０ 飲食店 JS-0001-4191

田辺薬局かみす賀店 神栖市 賀２１０８－１５６ ショッピング JS-0004-7532

丸誠作業用品販売 神栖市 溝口１６３０ ショッピング JS-0002-9066

田辺薬局知手中央店 神栖市 砂山１０１４－３５ ショッピング JS-0004-7533

ゴルフライフ ティーアイ 神栖市 太田３２３０－５ ショッピング JS-0001-3882

波崎書店 神栖市 太田４１４９－１ ショッピング JS-0002-9334

ともだち神栖店 神栖市 大野原４－１－４１　カスミ神栖店１Ｆ ショッピング JS-0003-9639

仲沢自動車 神栖市 大野原７－７－９１　　 ショッピング ZN-0002-9120

ユニオンゴルフ 神栖市 知手中央１０－４－１８ ショッピング JS-0002-4590

OLE’BRASIL 神栖市 知手中央３－５－１０　　 ショッピング ZN-0002-7979

わたしん鹿島神栖店 神栖市 平泉２６６－１５　　 ショッピング ZN-0001-2131

ときわ書店神栖店 神栖市 平泉２６６－３ ショッピング JS-0000-7356

ブティック リブ 神栖市 平泉東１－６４－１８３ ショッピング JS-0002-7609

BULL’S EYE 神栖市 神栖２－３－６５ サービス JS-0005-3052

シミズ動物病院 神栖市 大野原２－２１－３４ サービス JS-0000-6438

ヘアモードリーベ神栖店 神栖市 大野原３－４－１ サービス JS-0001-4155

ヘアドレッサー フーガ 神栖市 大野原３－４－１ サービス JS-0002-3507

ヘアーメイクハーツオブラバーズ 神栖市 大野原中央４－９－４１ サービス JS-0001-4415

山澤自動車 神栖市 知手２９７４－７９　　 サービス PK-0000-7650

ニコニコレンタカー神栖平泉店 神栖市 平泉東１－６４－２０４ サービス JS-0002-1302

HAIRRESORTAINIT 神栖市 矢田部７８５１－２　　 サービス PK-0000-4252

カラオケ K．F 神栖市 神栖２－３－６ エンターテインメント JS-0002-8788

焼肉わが家 石岡市 旭台２－２１－１ 飲食店 JS-0003-9127

ONE’SDINER 石岡市 貝地２－３－２６ 飲食店 JS-0003-7330

横町 石岡市 国府１－６－３３ 飲食店 JS-0003-9462

喰べ処 呑み処 志摩 石岡市 鹿の子１－１１－４　志摩ビル 飲食店 SL-2000-7331

ステーキ屋 SpringTree 石岡市 鹿の子１－１１－８ 飲食店 JS-0004-2205

鉄板ダイニングやきやきや石岡店 石岡市 石岡１３４６６－４ 飲食店 JS-0004-1481

よし成 石岡市 石岡３２９０－２ 飲食店 JS-0004-0305
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一心鮨 石岡市 東光台２－３－４ 飲食店 JS-0000-0835

珈琲哲學石岡店 石岡市 東光台３－１０－１５ 飲食店 JS-0003-7873

織田家 石岡市 東光台３－１０－６　　 飲食店 ZN-0001-2272

みのる鮨 石岡市 東石岡５－３－６１ 飲食店 JS-0002-3760

石岡ホルモン 石岡市 東石岡５－３－６１　光ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0931

さん吉石岡店 石岡市 東府中５－７ 飲食店 JS-0000-8527

アイカーズ石岡 石岡市 正上内３０－１０ ショッピング JS-0002-8581

ときわ書店石岡店 石岡市 石岡２９１１－１ ショッピング JS-0000-7360

株式会社ナガヤマスポーツ石岡店 石岡市 東石岡１－９－３３ ショッピング JS-0001-4057

ピュルテ 石岡市 東府中５－５６ ショッピング JS-0005-6666

FREAK 石岡店 石岡市 国府４－３－２６　　 サービス ZN-0002-2881

コンティニュー ヘアー デザイン 石岡市 石岡１４０４６－２　ナカケンビル１０３ サービス SL-2000-0229

VTGeyelash 石岡店 石岡市 南台２－１５－１　パルネット内藤Ａ１０２ サービス JS-0002-1308

GALAXY 石岡市 南台２－９－３　アブニール石岡テナントＡ サービス JS-0005-0145

ナチュラルセンス 筑西市 伊佐山１２５ 飲食店 JS-0001-0736

南国 BAL B3 筑西市 一本松１５３６ 飲食店 JS-0001-7603

麺屋あおい 筑西市 乙８８３ 飲食店 JS-0004-6826

ラクロス 筑西市 外塚７５３ 飲食店 AL-0000-0019

和風料理の店 和魚 筑西市 成田９２１－２ 飲食店 JS-0001-4044

BIG FACE 筑西市 乙８２８－３ ショッピング JS-0000-3888

ときわ書店下館店 筑西市 外塚５８６ ショッピング JS-0000-7362

L．A．パークス 筑西市 外塚８０２－３ ショッピング JS-0000-8315

日興筑西店 筑西市 玉戸１０１８－３５ ショッピング JS-0003-7948

グランドスラム エスプリ 筑西市 直井９６１－２ ショッピング JS-0001-4989

カーショップ車屋 筑西市 東榎生９７１－１ ショッピング JS-0000-1029

（株）長倉商事 筑西市 藤ケ谷６７９－５ ショッピング JS-0005-3238

館最中本舗 湖月庵 筑西市 丙２０２－１３　 ショッピング SL-2000-6965

司商事 筑西市 丙２４７ ショッピング JS-0002-6316

Nail peony 筑西市 伊佐山１６４－６ サービス JS-0004-0597

株式会社中丸商会サービスセンター 筑西市 横島２４７－３ サービス JS-0001-7892

ヘアサロンリゼ下館店 筑西市 横島２５９－８ サービス JS-0001-4885

Swallowtail 筑西市 甲８４７ サービス JS-0002-6657

Lua 筑西市 笹塚６４７－２ サービス JS-0003-5686

ヘアーサロンアオキ 筑西市 女方１７４－２ サービス JS-0005-9540

ヘアーデザインブライト 筑西市 小川１４４４－６１　 サービス SL-2000-1897

しもだてどうぶつ病院 筑西市 島８０－２ サービス JS-0002-1838

坪井自動車 筑西市 門井１５１０－１ サービス JS-0001-9222

ヘルシーやまとや 筑西市 井上８８５　 その他 SL-2000-7714

はしや 潮来市 あやめ２－２４－１９ 飲食店 JS-0004-7776

ADRIANO 潮来市 あやめ２－３５－６ 飲食店 JS-0002-3398

ウインクエクセラ 潮来市 永山７７７　ショッピングプラザ ラ・ラ・ルー内 ショッピング JS-0005-7825

大地堂ララルー店 潮来市 永山７７７　ショッピングプラザ ラ・ラ・ルー内 ショッピング JS-0005-7856

ビーンズ 潮来市 永山７７７　ショッピングプラザ ラ・ラ・ルー内 ショッピング JS-0005-8232

グランドスラム東関 潮来市 曲松２６８８ ショッピング JS-0002-2886
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ペットサロン・ホテル あしあと 潮来市 日の出８－１４－５　１Ｆ サービス JS-0001-7642

食事館八幡太郎 東茨城郡 茨城町小幡７０２　　 飲食店 PK-0000-1079

インドネパールレストランガガキッチン 東茨城郡 大洗町磯浜町１０９３ 飲食店 JS-0003-8199

松栄鮨 大洗店 東茨城郡 大洗町磯浜町４７１－３ 飲食店 JS-0002-6828

寿多庵 東茨城郡 大洗町磯浜町７９２９　 飲食店 SL-2000-6865

山水 東茨城郡 大洗町磯浜町８２４９－４ 飲食店 JS-0005-6089

トラットリア J マリーナ 東茨城郡 大洗町港中央１２－５　大洗マリーナ２Ｆ 飲食店 JS-0004-4066

えんやどっと丸 東茨城郡 大洗町港中央９－４ 飲食店 JS-0004-2351

MADE BY TTT 東茨城郡 茨城町上飯沼１１３４－１ ショッピング JS-0005-2851

株式会社大貫宝飾 東茨城郡 大洗町磯浜町１１８３　 ショッピング SL-2000-9961

WEDGE 東茨城郡 大洗町磯浜町８１７９－３ ショッピング JS-0001-8739

さかなや魚忠 東茨城郡 大洗町磯浜町９８７ ショッピング JS-0000-7175

プルミエール大洗店 東茨城郡 大洗町港中央１１－２　大洗リゾートアウトレット１Ｆ ショッピング JS-0003-3590

イエローサンズサーフショップ 東茨城郡 大洗町大貫町２５６－３２８ ショッピング JS-0000-3382

クローゼット 東茨城郡 大洗町大貫町６４－２２３　テナントハウス高橋１０２ ショッピング ZN-2000-5703

水戸ロイヤル薬局 東茨城郡 茨城町桜の郷２３１－１２ サービス JS-0002-8985

江沼自動車整備工場 東茨城郡 城里町上青山７２６－１　　 サービス PK-0000-7799

サンパワーエコス城里店 東茨城郡 城里町那珂西１４１３ サービス JS-0005-1005

あっぱれ焼肉元気 那珂郡 東海村舟石川６０３－７ 飲食店 JS-0002-9719

おその江 那珂郡 東海村舟石川８３２－２　　 飲食店 PK-0000-8208

彩季 那珂郡 東海村舟石川駅西１－１１－２２ 飲食店 JS-0002-9427

やんしゅうばんや八角 那珂郡 東海村舟石川駅西２－１４－１５ 飲食店 JS-0002-5571

おもてなし料理華れん 那珂郡 東海村村松３６１－４ 飲食店 JS-0004-6953

トラットリアパラン 那珂郡 東海村白方４４３－１ 飲食店 JS-0003-1150

株式会社ビックラン市毛 那珂郡 東海村舟石川１５２ ショッピング JS-0001-8853

ファミリーファッション　こいずみ 那珂郡 東海村舟石川駅西２－１５－１３　 ショッピング PK-0000-8841

ナカイ 那珂郡 東海村舟石川駅西３－１５－１８　 ショッピング ZN-2000-2051

ほしいも株式会社 那珂郡 東海村須和間４２－２ ショッピング JS-0005-5814

［HC］（株）川崎電機商会 那珂郡 東海村東海１－３－１８ ショッピング JS-0001-9524

美容室 Tiss 那珂郡 東海村舟石川１６５－５ サービス JS-0000-1572

フレール美容室 那珂郡 東海村舟石川５７９－４５　　 サービス PK-0000-3250

プリントショップさんわ東海店 那珂郡 東海村舟石川８２５－３６ サービス JS-0000-0787

IVANFORHAIR’S 那珂郡 東海村舟石川駅西１－４－２０　ｺｰﾎﾟｼｬﾙﾏﾝＡ１０２ サービス JS-0001-1158

Marcohair ＆ spa 那珂郡 東海村舟石川駅西２－４－３ サービス JS-0005-5106

cutroomflag 那珂郡 東海村舟石川駅東　１－１６－３　 サービス PK-0000-4349

ARMONIA 那珂郡 東海村舟石川駅東１－１６－３ サービス JS-0003-5274

airy － fairy 那珂郡 東海村村松２５４４－１ サービス JS-0000-3827

ドレミ 東海店 那珂郡 東海村舟石川駅西３－１３－１ エンターテインメント JS-0001-9543

香心堂 那珂郡 東海村舟石川駅東２－４－５　ヴィルヌ－ヴビル１０３　 その他 SL-2000-3123

しらひろ 那珂市 菅谷２３７０－１　セルロードセンター１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2360

大森茶寮 那珂市 菅谷３５３３－７　 飲食店 SL-2000-0825

酒座かちかち山本舗 竹虎 那珂市 菅谷５４８３ 飲食店 JS-0005-7919

かぐや姫本店 那珂市 飯田１６３４－１ 飲食店 JS-0003-7875

希林亭 那珂市 飯田１６３５－３１ 飲食店 JS-0001-0650
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HACHI CAF ？ 那珂市 飯田１６３６－３１　 飲食店 SL-2001-0192

かわさき商会 那珂市 額田北郷１２ ショッピング JS-0001-8796

有限会社松屋仏具店 那珂店 那珂市 菅谷２２９７－１ ショッピング JS-0002-1956

メガネのクロサワ 那珂店 那珂市 菅谷２６５３－１　 ショッピング SL-2001-1930

めがねのコバヤシ那珂店 那珂市 菅谷２９９１－１　うどの眼科内 ショッピング JS-0002-9800

ときわ書店那珂店 那珂市 菅谷６８０－２ ショッピング JS-0000-7361

GARAGE TScompany 那珂市 堤６６１－５ ショッピング JS-0001-3245

坂本タイヤサービス 那珂市 豊喰１７６－６ ショッピング JS-0001-6151

オートガレージエンドレス 那珂市 菅谷１５９３－２　　 サービス PK-0000-7832

美容室 ZIP 那珂市 菅谷１６１８－２ サービス JS-0000-1571

ヘアーショップマ・スリーク 那珂市 菅谷２３７０－１ サービス JS-0001-4091

プリントショップさんわ那珂店 那珂市 菅谷５３８７－３ サービス JS-0000-0809

Large hair 那珂市 竹ノ内３－１５－３ サービス JS-0004-4992

松坂屋 鉾田店 鉾田市 串挽７９３－１ ショッピング JS-0002-6536

イデツ工芸 鉾田市 上太田４１５　 ショッピング SL-2000-2034

洋服のハシモト 鉾田市 新鉾田２－７８８－１ ショッピング JS-0002-2821

郡司自動車サービス 鉾田市 青柳２１１１－１１６　　 サービス PK-0000-8131

アサヒ自動車工業 鉾田市 鉾田５６９－８ サービス JS-0004-0823

呑み処鈴 北茨城市 磯原町磯原１－２１０　サンシャインビル１０１ 飲食店 JS-0001-1013

カフェレストラン まがじぃの 北茨城市 磯原町磯原２－１４７ 飲食店 JS-0003-0942

秀寿司 北茨城市 磯原町本町１－３－１ 飲食店 JS-0003-1156

えびす亭 北茨城市 関南町仁井田５２１－５ 飲食店 JS-0005-9864

食彩 太信 北茨城市 大津町北町２－５－１８　 飲食店 SL-2000-4203

サイクルショップネモト 磯原店 北茨城市 磯原町磯原４－７３ ショッピング SL-2000-9784

株式会社アイフラワー 中郷店 北茨城市 中郷町上桜井２２４９ ショッピング JS-0003-1786

ハール 北茨城市 中郷町上桜井２８１３ サービス JS-0001-0525

ホルモンダイニング大黒佐貫店 龍ケ崎市 佐貫１－２－１４ 飲食店 JS-0000-9031

あみ焼元祖しちりん佐貫東口駅前店 龍ケ崎市 佐貫３－１５－１　　 飲食店 ZN-0001-0518

イーグルショップ竜ヶ崎 龍ケ崎市 貝原塚町３９８４－３ ショッピング JS-0005-2666

高橋肉店 龍ケ崎市 砂町５１３１ ショッピング JS-0001-4313

神田書店 竜ヶ崎店 龍ケ崎市 出し山町４２－１ ショッピング JS-0001-7264

メガネ工房 ナインブルー 龍ケ崎市 松葉１－２－２　オリオンテラス１－Ａ ショッピング SL-2000-4940

wamilesGypshile 龍ケ崎市 城ノ内５－７－１ ショッピング JS-0005-1099

中古タイヤショップ 龍ケ崎市 中根台２－１－７ ショッピング JS-0004-8732

ファーシャジャパン龍ヶ崎店 龍ケ崎市 馴馬町２９５２－１ ショッピング JS-0000-7436

エターナルトップテニススクール 龍ケ崎市 白羽４－２－６ ショッピング SL-2000-1291

なかた 龍ケ崎市 米町４５５６　 ショッピング SL-2000-4972

ORIGINATE 龍ケ崎市 ７８６５－１６ サービス JS-0001-5356

hair’s CLIP 龍ケ崎市 久保台１－１－１１ サービス JS-0004-0258

LUANAHairMake 龍ケ崎市 佐貫１－７－２３ サービス JS-0004-2406

ILK HAIR SALON 龍ケ崎市 佐貫３－１０－５ サービス JS-0001-1970

ヘアールームパスタイム 龍ケ崎市 砂町５１２２－１ サービス PK-0000-3477

ペットサロン恋するしっぽ 龍ケ崎市 川原代町５６０８ サービス JS-0003-1596

株式会社セヤマックス 龍ケ崎市 川原代町二区１９６５－１ サービス JS-0001-2308
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バース ラヴィエール 龍ケ崎市 中里１－１－１１ サービス JS-0001-5406

LEI HAIR 龍ケ崎市 藤ヶ丘５－１５－７　オリオンスクエア１－Ｂ　 サービス ZN-0001-2567

SMILE  CAMERA 龍ケ崎市 藤ケ丘１－３－６　 その他 SL-2000-9054

子犬のワルツ 龍ケ崎市 馴馬町３２４３－１ その他 JS-0002-9791


