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焼肉とんちゃん 一関市 駅前４８　カントウビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3893

季節料理山香 一関市 駅前７　ラ・ガール１Ｆ 飲食店 JS-0005-5948

いわて焼肉会館 一関市 山目十二神２６－１ 飲食店 JS-0004-1529

海の幸山の幸 山海 一関市 上大槻街４－５２　ウィズビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-1138

居酒屋どっと 一関市 新大町１６ 飲食店 JS-0000-0441

ゆ．ファミリーレストラン古戦場 一関市 赤荻堺７８－２ 飲食店 JS-0001-1130

焼肉・冷麺ばんらい 一関市 千厩町千厩古ケ口９６－１ 飲食店 JS-0003-6856

ときわ亭一関駅前店 一関市 大町１－２７ 飲食店 JS-0004-2556

メガネ工房くまがい 一関市 花泉町涌津下原２８－２　　 ショッピング ZN-2000-2356

有限会社鈴木タイヤ商会 一関市 山目三反田１０６ ショッピング JS-0003-3219

リップス花音 一関市 山目寺前３３－６ ショッピング JS-0003-8776

オヤマモバイル有限会社 一関市 室根町折壁大里１２２－１ ショッピング JS-0000-3952

オノデラ電器 一関市 城内１－４７　　 ショッピング PK-0000-8580

街なか産直 新鮮館おおまち 一関市 大町４－２９　なのはなプラザ１Ｆ ショッピング SL-2000-7729

ニコニコレンタカー 一関花泉店 一関市 花泉町涌津道下３８－９ サービス JS-0002-5320

クリーニングプラス 1 一関市 三関字日照１７－３　 サービス SL-2000-0912

PixyHairFactory 一関市 山目立沢１３０－３　　 サービス PK-0000-5481

J ネットレンタカー 一関駅前店 一関市 上大槻街３番地３３ サービス JS-0001-4918

株式会社ヤハタ自動車販売 一関市 大東町摺沢羽山前９６－１ サービス JS-0002-9540

ヘアーサロン   ヌマクラ 一関市 中央町２ー９ー１１ サービス SL-2000-6946

日本料理 旬菜 和田 遠野市 新穀町２－１２ 飲食店 JS-0000-1580

有限会社安部商店 遠野市 早瀬町２－４－１２　 ショッピング SL-2000-4403

アイパルメガネ遠野店 遠野市 東舘町８－７ ショッピング JS-0001-8306

MizusakiNote 奥州市 江刺稲瀬字水先５９５－２　 飲食店 SL-2000-6281

お休み処えさし藤原の郷 レストラン清衡 奥州市 江刺岩谷堂小名丸８６－１－Ｃ 飲食店 JS-0002-3022

Grow 奥州市 江刺六日町１－１ 飲食店 JS-0005-0516

創作ダイニングカフェ ココペリ 奥州市 水沢宮下町２２ 飲食店 JS-0004-0262

食事処　喜作 奥州市 水沢寺小路２６　　 飲食店 PK-0000-6797

トラットリアナヴォーナ 奥州市 水沢袋町２－２ 飲食店 JS-0005-8073

弥科 奥州市 水沢袋町５－２０ 飲食店 SL-2000-0031

後藤屋大町店 奥州市 水沢大町７８ 飲食店 AD-0000-0688

いっぷくや 奥州市 水沢中町１－７ 飲食店 JS-0002-4355

食道園 奥州市 水沢中町２３－７６ 飲食店 JS-0002-8546

リストランテ山田屋 奥州市 水沢中町２６－１Ｆ 飲食店 JS-0005-7324

後藤屋駅前店 奥州市 水沢東町４ 飲食店 AD-0001-0010

隠家水沢店 奥州市 水沢東町４－２０　サンパレスホテル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3740

和風れすとらん牛の里 奥州市 前沢向田１－５ 飲食店 JS-0001-6562

歴史公園えさし藤原の郷 奥州市 江刺岩谷堂小名丸８６－１ ショッピング JS-0004-7995

お休み処えさし藤原の郷 売店－ A 奥州市 江刺岩谷堂小名丸８６－１－Ａ ショッピング JS-0002-3021

お休み処えさし藤原の郷 売店－ B 奥州市 江刺岩谷堂小名丸８６－１－Ｂ ショッピング JS-0002-3020
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おみやげの及松 奥州市 水沢羽田町駅東１－４７ ショッピング JS-0004-7935

有限会社日本珈琲社 奥州市 水沢宮下町２５ ショッピング JS-0004-1115

塩七仏壇 namuda 館 奥州市 水沢佐倉河鐙田９－５ ショッピング JS-0005-8008

かんのシューズ 奥州市 水沢字東町２６－８　 ショッピング SL-2000-3611

シュシュ・ムー 奥州市 水沢寺小路２　さとうビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-0001-3894

有限会社ジュエルイトウ 奥州市 水沢東町２５ ショッピング JS-0005-5893

佐野いぬねこ病院 奥州市 水沢山崎町８－４ サービス JS-0000-1994

サトーシステムサービス 奥州市 水沢真城迎畑５２－３ サービス JS-0004-3914

Seems 奥州市 水沢袋町２ サービス JS-0000-4637

PRETTY FOR HAIR 奥州市 水沢大町１５３ サービス JS-0000-0546

イノセント 奥州市 水沢北田１３８－４ サービス JS-0005-3348

株式会社村孝ツールランド店 奥州市 水沢佐倉河後樋４０－１　 その他 SL-2000-4846

株式会社村孝 奥州市 前沢七日町２４－１　 その他 SL-2000-3800

山田魚河岸 下閉伊郡 山田町長崎１－８－１８ 飲食店 JS-0005-7719

早野商店 下閉伊郡 岩泉町岩泉字村木１８－３２　 ショッピング SL-2001-1051

五篤丸水産 下閉伊郡 山田町中央町５－２　 ショッピング SL-2000-2523

ホームワンサトー 下閉伊郡 山田町豊間根２－４３－６ その他 SL-2000-9734

なかよし 花巻市 双葉町２－１８ 飲食店 JS-0002-9854

バダローネ 花巻市 大通り１－５－１２ 飲食店 SL-2000-0506

彩食健美仁来坊 花巻市 中根子字駒込１－７ 飲食店 JS-0005-7411

さかり 花巻市 豊沢町４－５ 飲食店 JS-0004-7946

Green Days 花巻市 上町３－１０　金子ビル ショッピング JS-0001-9480

サカモト薬局大通り店 花巻市 大通り１－１５－１９ ショッピング JS-0005-1048

渡り温泉 別邸楓売店 花巻市 湯口佐野２１ー８ ショッピング JS-0005-9978

渡り温泉ホテルさつき売店 花巻市 湯口佐野２１－８ ショッピング JS-0005-9980

サカモト薬局健康館 花巻市 不動町１－２－５ ショッピング JS-0005-2652

サカモト薬局健康館 花巻市 不動町１－２－５ ショッピング JS-0005-8844

Kism 花巻市 北笹間２１－１８　　 ショッピング PK-0000-2890

Hair Make IDOL 花巻市 桜台１－１１－４０ サービス JS-0005-4780

ベーネ美容室 花巻市 星が丘１－２７－７ サービス JS-0000-0701

及川動物病院 花巻市 東和町土沢８区３５ サービス JS-0002-2778

農家の店大地花巻店 花巻市 北湯口９－４０－１　 その他 SL-2000-1036

HAMAYUI 釜石市 魚河岸３－３　魚河岸テラス２Ｆ 飲食店 SL-2000-1795

釜石更科 釜石市 小佐野町１－１－２６ 飲食店 JS-0004-5960

きっちん BECK 釜石市 大町１－３－７ 飲食店 JS-0003-5661

三陸居酒屋漁火 釜石市 大町１－９－５ 飲食店 JS-0005-1447

海舟 釜石市 只越町１－１－７ 飲食店 JS-0004-5398

釡石タイヤ有限会社 釜石市 甲子町１０－１８３－３ ショッピング JS-0000-3871

アンジェリック洋菓子店 釜石市 大町２－２－２０ ショッピング JS-0003-7146

ロータス倉本 片岸店 釜石市 片岸町第４地割２１－１ サービス JS-0005-4221

（有）玉の屋 釜石市 中妻町２－４－１７　 その他 SL-2000-6910

驛田舎産直 岩手郡 雫石町寺の下４６－３　雫石銀河ステーション２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6614

木ごこち本社ショールーム 岩手郡 雫石町板橋６８－８ ショッピング JS-0002-0332

中古タイヤショップ MARU 岩手郡 滝沢村大釜中道５６－２ ショッピング JS-0000-4659
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鮨処 きよ田 久慈市 川崎町５－１ 飲食店 JS-0000-2263

居酒屋 櫻 久慈市 川崎町８－１５ 飲食店 JS-0000-1750

BON － BON 久慈市 中央２－３８－１０ 飲食店 JS-0003-1282

中華ダイニング リーシェ 久慈市 柏崎１－２－４　アップル館２ 飲食店 JS-0000-2269

竹屋製菓 久慈市 旭町第８地割２－２ ショッピング JS-0002-4550

竹屋製菓 土の館店 久慈市 中町２－５－６ ショッピング JS-0002-4425

トマト衣料館久慈店 久慈市 長内町第３０地割３４－１　　 ショッピング ZN-0003-1102

ピザテン・フォー岩手久慈店 1 久慈市 二十八日町２－２２　　 ショッピング PK-0000-3338

ピザテン・フォー　岩手久慈店　2 久慈市 二十八日町２－２２　　 ショッピング PK-0000-8669

大平園 久慈市 中央３－２４　 その他 SL-2000-5350

岩手久慈っこ本舗 久慈市 中町２－５－１　やませ土風館士の館内 その他 SL-2000-3906

カレー亭 宮古市 磯鶏１－４－６ 飲食店 JS-0004-8401

ふく留 宮古市 磯鶏沖１０－１ 飲食店 JS-0003-9677

寿司魚正 宮古市 鍬ヶ崎上町６－２６ 飲食店 JS-0005-1205

Ristorante KATUYAMA 宮古市 黒田町６－２９ 飲食店 JS-0001-0529

居酒屋くまのみ 宮古市 大通１－１－２７ 飲食店 JS-0000-9303

L’abbia ！ 宮古市 大通２－４－１３ 飲食店 JS-0000-9632

鳥もと 宮古市 大通２－６－１２ 飲食店 JS-0004-8402

スポーツバーライズ 宮古市 大通４－１－１７　ナカザワビル 飲食店 JS-0000-7118

はなや蕎麦たろう 宮古市 田老１－２－１２ 飲食店 JS-0005-2566

さとう衣料店 宮古市 向町５－１　 ショッピング SL-2000-6310

スーパーマーケット玉木屋 宮古市 本町１－４１ ショッピング ZN-0002-9696

玉木屋 宮古市 本町１－４１ ショッピング ZN-0003-1608

有限会社小成園 宮古市 末広町２－１１　 ショッピング SL-2000-5223

Hearty Gloss neo 宮古市 宮町２－４－１１－１ サービス JS-0003-3054

海鮮酒房わだつみ 九戸郡 洋野町種市３２－６１ 飲食店 JS-0004-8360

クリーニングのブルースター種市 2 号店 九戸郡 洋野町種市２３－１２４ サービス JS-0003-9152

村さ来紫波店 紫波郡 紫波町桜町１－１２－５ 飲食店 JS-0001-6033

ご馳走 DE がんす 紫波オガール店 紫波郡 紫波町紫波中央駅前２－３－１２ 飲食店 JS-0001-6479

創作和食あかり 紫波郡 矢巾町南矢幅７－５２４－１ 飲食店 JS-0001-2359

メガトン書店 紫波店 紫波郡 紫波町犬渕上田５５ ショッピング JS-0002-9663

アスティ矢巾店 紫波郡 矢巾町南矢幅７－３７２ ショッピング JS-0001-8461

スマイルメガネ研究舎 矢巾アルコ店 紫波郡 矢巾町南矢幅７－４２５－３　ショッピングモールアルコ ショッピング SL-2000-0403

げんきやはり灸整骨院紫波 紫波郡 紫波町桜町１－１２－１ サービス JS-0005-5524

グレイスルーム・ベーネ 紫波郡 紫波町桜町田頭１２０－１ サービス JS-0000-0702

（有）オート芭蕉インターナショナル 紫波郡 紫波町南日詰田中１ サービス JS-0002-5112

GARDEN 紫波郡 紫波町日詰郡山駅８０－１０ サービス JS-0001-8296

オリーブ紫波中央店 紫波郡 紫波町日詰字丸盛２２２－１ サービス JS-0005-4742

美容室ロコモコ紫波中央店 紫波郡 紫波町日詰中新田２２６－４　 サービス ZN-2000-2664

いんべクリーニング矢巾店 紫波郡 矢巾町医大通２－４－８ サービス JS-0005-6213

株式会社 KN 自動車 紫波郡 矢巾町広宮沢第１０地割８５－１ サービス JS-0003-3875

流通センターオートサービス 紫波郡 矢巾町流通センター南２－４－２０ サービス JS-0003-2949

ロータス倉本マスト店 上閉伊郡 大槌町小鎚２７－３－４ サービス JS-0003-3874

和の創作料理梅ひろ 盛岡市 みたけ２－２２－５０ 飲食店 JS-0005-8452
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居酒屋だいえん 盛岡市 みたけ３－３８－４５ 飲食店 JS-0001-3307

イタリアンバル グラーノドォーロ 盛岡市 開運橋通１－３３　プレッティビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-8817

炊き餃子・手羽先オクムラ 盛岡市 開運橋通１－３４　　 飲食店 ZN-0001-3745

cibo italiano ＆ kitchen studio 盛岡市 開運橋通２－３８　@HOME DELUXE ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-0895

べこぶた 盛岡市 開運橋通３－４９　　 飲食店 ZN-2000-5465

Bon Courage（ボンクラージュ） 盛岡市 開運橋通り１－４１　 飲食店 SL-2000-2031

中華ダイニングシーアン 盛岡市 向中野４－１２－３２ 飲食店 JS-0004-9606

萬花京 盛岡市 菜園１－１１－１１　ホテルロイヤル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3122

乙 盛岡市 菜園１－１２－６　アーヴァーズビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7670

旬の一 Bon 盛岡市 菜園１－５－２５　リデルモリオカ２０２ 飲食店 JS-0001-9402

bistro ～ rassembler 盛岡市 菜園１－５－９　SK ６ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-1801

Hodo 盛岡市 菜園１－６－２１　GC ビル２・３Ｆ　 飲食店 SL-2001-0350

ビストロシュパーゲル 盛岡市 菜園１－８－２０　八光ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4418

07 ビーフ匠盛岡大通り店 盛岡市 菜園２－３－２２　プラザバンベールビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1674

海鮮季節料理おおいし 盛岡市 菜園２－４－１１　菜園ヴィレッジ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3750

NEAT 盛岡市 菜園２－４－１１　菜園ヴィレッジ４０１ 飲食店 JS-0000-1565

volare 盛岡市 菜園２－４－１１　菜園ヴィレッジ５Ｆ 飲食店 JS-0004-5058

BARDAZZ 盛岡市 菜園２－４－１８　土屋ビル１Ｆ 飲食店 ZN-2000-3435

パノニカ 盛岡市 菜園２－４－２３　バーセル菜園２Ｆ 飲食店 JS-0001-0974

中国料理空 盛岡市 菜園２－５－１３　玉川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3634

紫波んちゅ 盛岡市 菜園２－５－２０ 飲食店 JS-0004-4614

大同苑盛岡総本店 盛岡市 菜園２－６－１９　 飲食店 SL-2000-0233

Golot 盛岡市 菜園２－６－２８ 飲食店 JS-0002-0373

おでんと魚串の店飛魚 盛岡市 菜園２－６－２８　　 飲食店 ZN-0001-3815

ピッツェリア ジャルディーノ 盛岡市 菜園２－６－６　三栄ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-8816

After 盛岡市 菜園２－７－３０　２Ｆ　　 飲食店 PK-0000-2142

寄リ付キ魚場ル夜ナ夜ナ魚 盛岡市 菜園２－８－３６　　 飲食店 ZN-0001-3929

銀禅 盛岡市 三本柳１０－１７－５２ 飲食店 JS-0001-3292

ソプラ ポンテ カルダ 盛岡市 上ノ橋町７－６６ 飲食店 JS-0001-5655

ソプラポンテカルダ 盛岡市 上ノ橋町７－６６ 飲食店 JS-0005-9603

イタリア料理まつばら 盛岡市 神明町２－３　　 飲食店 ZN-0001-3867

濱野井マリオス店 盛岡市 盛岡駅西通２－９－１　マリオス４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4116

ぼっちゃん駅前 盛岡市 盛岡駅前通１０－１１　　 飲食店 ZN-0001-3734

大衆酒場モツレ盛岡店 盛岡市 盛岡駅前通１１－１１　　 飲食店 PK-0000-2454

開運橋ジェラートスタンド　ディジェ 盛岡市 盛岡駅前通１１－１１　　 飲食店 PK-0000-6308

鳥秀 盛岡市 盛岡駅前北通４－１１　　 飲食店 ZN-2000-3492

村かみ家 盛岡市 盛岡駅前北通５－５ 飲食店 JS-0000-0512

ご馳走 DE がんす 青山店 盛岡市 青山３－１６－５ 飲食店 JS-0002-3570

ぼっちゃん青山 盛岡市 青山３－１９－１１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-2767

AZUR 盛岡市 大通１－１０－２１　ピボット盛岡大通２－２０２ 飲食店 JS-0003-3997

わしゅ 盛岡市 大通１－１１－１８　名店会館１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4430

炎 Homura 盛岡市 大通１－１１－１８　名店会館２Ｆ 飲食店 JS-0000-5900

イタリアン酒場 SALUTE 盛岡市 大通１－１１－１８　名店会館２Ｆ 飲食店 JS-0000-7208

ごち 盛岡市 大通１－１１－２０　第一丸十ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-7107
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LOUNGEBARLAB 盛岡市 大通１－５－２４　コーリンプラザ５０１　 飲食店 ZN-2000-4541

盛岡粋酒場がむしゃら 盛岡市 大通１－６－１７　プラザタイガースビルＢ１　 飲食店 ZN-0002-9712

アルセーヌルパン 盛岡市 大通１－７－１３　シグナスビル４Ｆ 飲食店 SL-2000-9978

鮨 山ぐち 盛岡市 大通１－９－１０　レインボービル４Ｆ 飲食店 JS-0001-3026

郷土料理個室居酒屋 盛岡 えびす 盛岡市 大通２－１－２３　サンクイーンビル４Ｆ 飲食店 JS-0002-7309

わらどり 盛岡市 大通２－１－２３　サンクイーンビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5409

一会酒やえん藤 盛岡市 大通２－１－４　２Ｆ 飲食店 JS-0005-4695

和味彩々田 盛岡市 大通２－２－１６　アキヤマビル５Ｆ 飲食店 JS-0001-1848

あ利 盛岡市 大通２－２－１６　アキヤマビル５Ｆ 飲食店 JS-0003-4668

元祖ホルモン焼鹿角屋 盛岡市 大通２－３－１２　タイガービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6071

炭火 garageAkatuki 暁 盛岡市 大通２－３－７　CT ３３ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3844

和菜美盛岡店 盛岡市 大通２－３－７　CT ３３ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4028

モリモリオカン 盛岡市 大通２－４－２２　ニッカツビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4505

ヌッフデュパプ 盛岡市 大通２－４－２２　ニッカツビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3478

川柳 盛岡市 大通２－５－１２　　 飲食店 ZN-0001-3915

TeTe 盛岡市 大通２－５－２５　世存ビル　　 飲食店 ZN-2000-1907

高橋亭 盛岡市 大通２－５－３　ピースビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2443

焼肉屋えん 盛岡市 大通２－５－９ 飲食店 JS-0005-0376

鮮魚介料理さんさ踊り 盛岡市 大通２－６－１１　日興ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-2722

Mine 盛岡市 大通２－６－２３　スリーセブンビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-4929

赤から 盛岡大通店 盛岡市 大通２－７－１９ 飲食店 JS-0002-2440

コダゴッチ 盛岡市 大通２－７－２０　ウエダビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4401

チャーリーズ バー 盛岡市 大通２－７－２０　ウエダビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3839

韓国居酒屋 安寿 盛岡市 大通３－１－２３　クリエイトビルＢ１　 飲食店 ZN-0002-4208

居ごこち家 BOTCHAN 盛岡市 大通３－２－２７　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3843

ご馳走 DE がんす 盛岡市 大通３－２－３　丸乃第２ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-6456

Ambrosia 近江亭 盛岡市 大通３－４－１　クロステラス盛岡　 飲食店 ZN-0001-3653

三千里 大通店 盛岡市 大通３－７－５ 飲食店 JS-0002-4755

ウサギボタニカ 盛岡市 中ノ橋通１－３－１５　 飲食店 SL-2000-8948

filo 盛岡市 中ノ橋通１－３－２１　　 飲食店 PK-0000-0290

アンティカトラットリア・イナバ 盛岡市 中ノ橋通１－８－２１　　 飲食店 PK-0000-0280

地産地消居酒家 たこ 盛岡市 中央通１－１０－３　 飲食店 SL-2000-3129

わびさび 盛岡市 中央通１－１０－３　小野新ビル No3 Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-2548

茶の間 盛岡市 中央通１－１０－４ 飲食店 JS-0004-8295

海ごはん しまか 盛岡市 中央通１－１１－１５　マルビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5827

TO － JU 盛岡市 中央通１－１１－１６　西郷ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5779

まる 盛岡市 中央通１－１１－２１　マルビル１０２ 飲食店 JS-0004-0563

食楽屋くったこった 盛岡市 中央通１－１１－２１　村上ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4474

ひで蔵 盛岡市 中央通１－６－３４　小泉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3866

げんちゃんの鉄板焼やさん俺やで！ 盛岡市 中央通１－９－１１　CUBE 映画館通りビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-1550

CHOCOLAT 盛岡市 中央通２－１－２５　ピアッツアニオービル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2402

リアン 盛岡市 中央通２－１－５　陣ケ岡第二ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3543

優雅 盛岡市 中央通２－１－５　第二陣ヶ岡ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2386

居酒屋鹿鳴館 盛岡市 中央通３－４－２８　スリー中央１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3213
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ぼっちゃん都南店 盛岡市 津志田１３地割３－２０　　 飲食店 ZN-0002-4223

焼肉ダイニング雀 盛岡市 津志田南３－６－６５　　 飲食店 ZN-2000-7487

扇水 盛岡市 内丸１６－１８　扇屋ビル　　 飲食店 ZN-0001-3722

満声天 盛岡市 内丸４－５ 飲食店 JS-0004-1981

かまどのある家・酒をよぶ食卓 盛岡市 内丸５－３　　 飲食店 ZN-0001-3680

ななしの奄 盛岡市 内丸５－６　　 飲食店 ZN-0001-3730

居酒家里伊 盛岡市 南大通１－１０－１７ 飲食店 JS-0004-3760

どんどん 盛岡市 南大通１－５－５　　 飲食店 ZN-0001-3884

Dining わかんたんか 盛岡市 南大通１－９－２　２Ｆ 飲食店 JS-0000-8553

北海道レストラン盛岡 盛岡市 南大通２－８－２　サウスヒルズＢ２Ｆ 飲食店 JS-0003-0734

千代寿し 盛岡市 八幡町２－２５ 飲食店 JS-0004-6324

花ごよみ 盛岡市 本宮１－１７－１　　 飲食店 ZN-2000-5123

焼肉チャレンジャー 盛岡市 本宮３－３４－１ 飲食店 JS-0001-3966

御食事処 創作居酒屋 凛花 盛岡市 本町通２－１４－３４　佐々木ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4184

ふじわら 盛岡市 本町通２－２－１２　 飲食店 SL-2001-1780

龍寿し 盛岡市 緑が丘３－４－３７ 飲食店 JS-0002-4319

Rire 盛岡市 みたけ３－２－３７ ショッピング JS-0004-4337

アスティ盛岡店 盛岡市 みたけ４－８－３８ ショッピング JS-0001-8462

スーパーダブルエックス盛岡インター店 盛岡市 稲荷町１２－１８ ショッピング JS-0004-9278

かつら薬局 盛岡市 永井１３地割１７－３　　 ショッピング ZN-0003-1163

Brownstone 盛岡市 開運橋通１－２　アイビルＫ１Ｆ ショッピング JS-0003-0236

Lovelock 盛岡市 開運橋通１－４０ ショッピング JS-0003-0144

まる薫工房 盛岡市 繋尾入野６４－１２　盛岡手づくり村 ショッピング JS-0000-8214

九戸屋肉店 盛岡市 月が丘３－２９－１６ ショッピング JS-0005-7340

イッツフォーメン 盛岡市 紺屋町１－３６　リージェント中ノ橋４０５　 ショッピング ZN-0001-3743

ブティック ZOZO 盛岡市 菜園１－２－１１　カサデステラ１０２　 ショッピング ZN-0002-7121

Licht 盛岡市 菜園１－６－１８　パナハイツ菜園Ａ－１０１　 ショッピング ZN-0001-3612

シュタイフ盛岡 盛岡市 菜園１－６－９　第１０菱和ビル２Ｆ ショッピング JS-0002-5796

SoundChannel 盛岡市 菜園２－１－９－１０２ ショッピング JS-0001-0689

アートショップ彩画堂 盛岡市 材木町４－３０　　 ショッピング ZN-2000-4829

ながう 盛岡市 肴町５－２ ショッピング JS-0004-0230

オッペン化粧品　ウイング営業所 盛岡市 三ツ割１－９－１　　 ショッピング PK-0000-8870

丸坂いさごだ 1 盛岡市 三本柳１０地割２２－４　　 ショッピング PK-0000-8220

マライカバザール盛岡店 盛岡市 三本柳５地割２－２ ショッピング JS-0002-0382

LOCALERS 盛岡市 上ノ橋町１－２　　 ショッピング ZN-2000-1779

生活芸術 盛岡市 上ノ橋町１－５５ ショッピング JS-0003-4105

レゾナンスネイル 盛岡市 盛岡駅前通１６－１７　オータムアベニュー１０２ ショッピング JS-0001-8266

アスティ 盛岡駅前店 盛岡市 盛岡駅前北通１１－１　マックスバリュ盛岡駅前北通店内 ショッピング JS-0005-4783

二木ゴルフ 盛岡西仙北店 盛岡市 西仙北１－２１－３８　 ショッピング AX-2000-0055

丸満 洋品店 盛岡市 青山２－１４－１７ ショッピング JS-0005-2554

DonDonDownonWednesda 盛岡市 青山４－４６－２５　　 ショッピング ZN-0001-3975

ケーキ工房モダンタイムス 盛岡市 仙北３－１５－３３ ショッピング JS-0001-1462

ファイテンショップ盛岡店 盛岡市 前九年２－７－２　メイプルコート館坂２０１ ショッピング JS-0004-2255

raum 盛岡市 大館町１９－６　　 ショッピング ZN-0002-9747
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LUU 盛岡市 大沢川原３－４－１ ショッピング JS-0000-3069

有限会社 ふじ美苑 盛岡市 大通１－２－１　サンビル１Ｆ ショッピング SL-2000-1442

gee，jee 盛岡 盛岡市 大通１－４－１０　照井ビル２Ｆ ショッピング SL-2000-1545

フェアリーティース 盛岡市 大通２－７－１８　３Ｆ ショッピング JS-0003-9967

スマイルメガネ研究舎 盛岡 MOSS ビル店 盛岡市 大通２－８－１４　MOSS ビル２Ｆ ショッピング SL-2000-2576

ナチュラルハーモニーハウス盛岡店 盛岡市 大通３－２－２　第６大通ビル５Ｆ ショッピング JS-0004-7268

LOCKERROOM 盛岡市 大通３－６－１９　バーセル開運橋４０３ ショッピング JS-0001-1461

銀河薬局 開運橋店 盛岡市 大通３－９－３　菱和開運メディカルビル１Ｆ ショッピング JS-0005-9785

メガネのファミリーズ 盛岡市 中ノ橋通１－５－１９　 ショッピング SL-2000-4504

OUTLET SHOP Regalo 盛岡市 中ノ橋通１－６－７　寿ビル１Ｆ２ ショッピング SL-2000-4105

サイクルスペースチャリ松盛岡南店 盛岡市 津志田西２－１９－３０ ショッピング JS-0002-0400

（有）アレックス 盛岡市 東安庭２－５－７　 ショッピング SL-2000-6518

クラブエイトスタジオ盛岡 盛岡市 東安庭２－７－９　 ショッピング SL-2000-5224

ゆ～とぴあ盛岡南店 盛岡市 東見前５－６－１　　 ショッピング ZN-0001-4081

メガトン書店 盛岡店 盛岡市 東仙北１－１２－１ ショッピング JS-0002-9330

オートレット TRC 盛岡市 東仙北１－１２－２７ ショッピング JS-0001-2996

ilcompleanno 盛岡市 内丸１６－１６　大手先ビル１Ｆ ショッピング SL-2001-1081

rasiku 盛岡市 内丸１６－１６　大手先ビル２Ｆ２Ｃ　 ショッピング ZN-0001-3926

ceciledesign 盛岡市 内丸４－２ ショッピング JS-0004-2514

Ririe 盛岡市 内丸６－３ ショッピング JS-0000-0332

BAZARETPANPANTUTU 盛岡市 内丸６－９　Est ２１ビル ショッピング JS-0001-2331

F －スタイル 盛岡市 南仙北２－２６－１０　 ショッピング SL-2000-1421

エコノマート 盛岡市 本宮７－１－１　イオンモール盛岡南３Ｆ ショッピング SL-2000-1189

Narrows 盛岡市 本宮上越場１－３ ショッピング JS-0002-4757

オリーブ ショッピングコートみたけ店 盛岡市 みたけ２－１２－６ サービス JS-0005-4733

いんべクリーニングユニバース盛岡みたけ店 盛岡市 みたけ２－８－２５ サービス JS-0005-6225

hairmake ホワイエ 盛岡市 みたけ３－２９－１８　 サービス SL-2000-1401

レディースサロンポプラル 盛岡市 みたけ４－２７－１１ サービス JS-0004-2748

モンキーズ 盛岡市 みたけ６－１７－７　　 サービス PK-0000-7583

飯岡駅前整骨院 盛岡市 永井２０－２－１ サービス JS-0003-9866

オリーブ盛岡南店 盛岡市 永井２０－６１－３ サービス JS-0005-4739

せんたく王岩手飯岡駅前店 盛岡市 永井２３－１７－８ サービス JS-0005-4778

合同会社ロードアンドスカイ 盛岡市 乙部５地割２７ サービス JS-0002-9470

Endow Hair 盛岡市 下太田下川原７８－６ サービス JS-0002-2538

Amitie by pretty 盛岡市 開運橋通１－３３　プレッティビル２Ｆ サービス JS-0000-3533

Arrows 盛岡市 開運橋通５－７　東映堂盛岡ビルテナント１　 サービス ZN-2000-1793

美容室フリーク 盛岡市 開運橋通５－９　MK ビルＢ１Ｆ　 サービス ZN-2000-1767

ふくろう整骨院 盛岡市 月が丘３－３９－５０ サービス JS-0003-9608

オリーブ 向中野店 盛岡市 向中野４－１２－３０ サービス JS-0005-4729

洗濯王 せいなん店 盛岡市 向中野７－１０－３０ サービス JS-0005-4731

ビロード盛岡店 盛岡市 向中野７－１４－３ サービス JS-0002-8725

C．CREW 盛岡市 向中野幅９－８ サービス JS-0002-8989

テクノジャパンサービス盛岡支店 盛岡市 黒石野１－１０－５ サービス JS-0004-5606

Birth 盛岡市 菜園２－７－３３　ジェネラス菜園公園通り２Ｆ サービス JS-0001-0090
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クラール鍼灸整骨院 盛岡市 肴町６－９　１Ｆ サービス JS-0004-1583

いんべクリーニングベルフ山岸店 盛岡市 山岸２－１６－８ サービス JS-0005-6226

アトリエ・シュブー 盛岡市 若園町７－２４　トーカンマンション１０５ サービス JS-0001-9084

いんべクリーニングベルフまつぞの店 盛岡市 松園３－１８－２０ サービス JS-0005-6227

ニコニコレンタカー盛岡上太田 盛岡市 上太田松ノ木７－２ サービス JS-0003-1803

たかまつはり灸整骨院 盛岡市 上田４－１８－３０　田村ビルＡ サービス JS-0001-3496

いんべクリーニングマックスバリュ盛岡駅前 盛岡市 盛岡駅前北通１１－１ サービス JS-0005-6222

オリーブ 盛岡駅前店 盛岡市 盛岡駅前北通５－２０ サービス JS-0005-4730

ニコニコレンタカー盛岡駅前北通店 盛岡市 盛岡駅前北通６－５０　井上ビル１Ｆ サービス JS-0003-0934

オリーブ西仙北店 盛岡市 西仙北１－２０－２２ サービス JS-0005-4740

hairateliermulanchi 盛岡市 西仙北１－３１－４３ サービス JS-0000-6900

いんべクリーニングマイヤグラン店 盛岡市 西仙北１－３８－４０ サービス JS-0005-6194

いんべクリーニング西仙北店 盛岡市 西仙北１－４１－２５ サービス JS-0005-6200

きれい処ばおばぶ 盛岡市 青山３－２６－２１　チバビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-1693

正光画廊盛岡店 盛岡市 青山４－４４－１０ サービス JS-0002-4514

LAGOONALIVE 盛岡市 前潟２－１－５　　 サービス ZN-0001-4117

美容室ビルエヴァンス 盛岡市 大沢川原２－２－３８　　 サービス ZN-2000-1770

ルイシンデレラ×バニラ 盛岡市 大通２－６－７　金盛商事第２ビル４Ｆ サービス JS-0002-0123

LAGOON 盛岡市 大通３－１－１２　近江屋ビル１Ｆ サービス JS-0002-2460

いんべクリーニング大通店 盛岡市 大通３－４－１ サービス JS-0005-6224

favoriteSpa 盛岡市 大通３－７－４　アイビル大通り２Ｆ サービス JS-0004-8082

三万年の癒し 盛岡市 中央通１－１１－１５　マルビル２　３０２ サービス JS-0003-6045

eddy 盛岡市 中央通１－１１－２１　マルビル１　２Ｆ２０１ サービス JS-0004-7945

Glanzhair 盛岡市 中央通３－１２－１　アルソ中央通１Ｆ　 サービス ZN-0002-4213

京都屋いんべなぎさ店 盛岡市 中央通３－１３－１ サービス JS-0005-6202

いんべクリーニング本店 盛岡市 中央通３－１３－１ サービス JS-0005-6323

洗濯王中野店 盛岡市 中野１－１７－７ サービス JS-0005-5980

いんべクリーニングユニバース盛岡南店 盛岡市 津志田西２－１７－５０ サービス JS-0005-6210

オリーブ津志田店 盛岡市 津志田中央１－９－２５　リベルテ１Ｆ サービス JS-0005-6036

株式会社カーマックス 盛岡市 津志田町１－１６－２０ サービス JS-0001-5824

げんきやはり灸整骨院盛岡南 盛岡市 津志田南２－４－２３ サービス JS-0005-6991

KCS センター盛岡南 盛岡市 東安庭３－１６－２１－Ａ サービス JS-0004-7278

いんべクリーニング県庁生協店 盛岡市 内丸１０－１ サービス JS-0005-6223

PECO HAIR DESIGN 盛岡市 内丸５－２ サービス JS-0000-0461

いんべクリーニング肴町店 盛岡市 南大通１－１－２３ サービス JS-0005-6209

カイロプラクティックたんぽぽ 盛岡市 南大通２－１０－１４　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ南大通１Ｆ サービス JS-0003-6809

盛岡整骨院 SEIKOTSU LABO 盛岡市 南大通２－８－２ サービス JS-0003-9867

ヘア・メイク凛 盛岡市 八幡町８－２８　ブランコート１Ｆ サービス JS-0001-6920

いんべクリーニングユニバースサンタウン松 盛岡市 北松園２－１３－１ サービス JS-0005-6206

etunile 盛岡市 本宮３－２４－５　１Ｆ サービス JS-0001-8211

Lottahairandmake 盛岡市 本宮４－１－１０　　 サービス ZN-0002-9704

S・Prime 盛岡市 本宮４－３－２０ サービス JS-0001-0762

オリーブ 本宮店 盛岡市 本宮６－２－３５ サービス JS-0005-4728

イン東京 盛岡店 盛岡市 本宮６－３３－４５ サービス JS-0000-1432
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いんべクリーニングファル上田店 盛岡市 本町通３－１２－５ サービス JS-0005-6228

美容室ベルモード 盛岡市 夕顔瀬町６－９ サービス JS-0005-7791

いんべクリーニングユニバース鉈屋町店 盛岡市 鉈屋町１２－３２ サービス JS-0005-6214

カラオケマック盛岡店 盛岡市 大通１－９－５　サンシャインビルＢ１Ｆ　 エンターテインメント ZN-0001-4167

カラオケ合衆国 盛岡店 盛岡市 本宮４－３４－１０ エンターテインメント JS-0000-7921

ふくろうカフェ Ricky 盛岡市 大通３－１－２３　クリエイトビルＢ１Ｆ その他 JS-0003-3509

もりおか歴史文化館 盛岡市 内丸１－５０　 その他 SL-2000-7861

奥の細道展 西磐井郡 平泉町平泉字衣関２０３　　 飲食店 PK-0000-6297

おやすみ処たばしね 西磐井郡 平泉町平泉字衣関３４－１６　 ショッピング PK-0000-1988

お食事処百樹屋 大船渡市 盛町字内ノ目２－１４ 飲食店 JS-0005-6639

三陸の味 高帆 大船渡市 盛町中道下２－２４ 飲食店 JS-0002-0216

養老乃瀧 盛店 大船渡市 盛町内ノ目１－８ 飲食店 JS-0002-5411

焼肉冷麺 BeeBee 大船渡市 赤崎町佐野８６－１ 飲食店 JS-0003-3325

株式会社海の幸ふるまいセンター 大船渡市 大船渡町笹崎３－６　 飲食店 SL-2000-7768

活魚 すごう 大船渡市 大船渡町新田５０－１０ 飲食店 JS-0002-5450

鮨季節料理ささき 大船渡市 大船渡町茶屋前３－２－２１１０ 飲食店 JS-0003-1283

神菜月 大船渡市 大船渡町茶屋前３－２－２１２０ 飲食店 JS-0003-1324

オオフナトのケムリ 大船渡市 大船渡町茶屋前３－２－２１３０ 飲食店 JS-0003-2683

BOBBERS 大船渡市 大船渡町茶屋前４５－１ 飲食店 JS-0003-9285

居酒屋成功丸 大船渡市 大船渡町茶屋前５１－８ 飲食店 JS-0003-5993

三陸おさかなファクトリー 大船渡市 大船渡町野々田１０－３ 飲食店 JS-0005-8438

山福 大船渡市 大船渡町野々田１２－３４ 飲食店 JS-0003-1889

香善 大船渡市 大船渡町野々田１２－３４ 飲食店 JS-0003-1965

焼肉・韓国料理 かもめ商店 大船渡市 大船渡町野々田１２－３４ 飲食店 JS-0003-2682

（有）三陸海苔店 大船渡市 大船渡町野々田１２－３４ 飲食店 JS-0004-0284

たんぽぽ 大船渡市 大船渡町野々田１２－３４－１０８ 飲食店 JS-0003-3308

カフェ・ド・カレー Kojika 大船渡市 大船渡町野々田２３－１ 飲食店 JS-0003-2847

つり具のなかじまや 大船渡市 三陸町越喜来字所通２６－１１　 ショッピング SL-2000-9535

なかじまや 2 号店 大船渡市 三陸町越喜来所通２６－１１　　 ショッピング ZN-0002-9758

まるよ 大船渡市 盛町字木町９－１　 ショッピング SL-2000-4356

ナイスワン 大船渡市 盛町東町５－５ ショッピング JS-0000-4479

THREE PEAKS 大船渡市 大船渡町字茶屋前９９　 ショッピング SL-2000-2313

壷屋田耕 大船渡市 猪川町前田１－５ ショッピング JS-0003-5457

LOVOA（ラボア） 大船渡市 立根町字岩脇４－６　 ショッピング SL-2000-4280

pick － up 大船渡市 猪川町字中井沢８－１６　 サービス SL-2001-1987

オートショップ 50 ／ 50 滝沢市 鵜飼上高柳６５ ショッピング JS-0004-4607

いんべクリーニングマイヤ滝沢店 滝沢市 鵜飼狐洞７－１ サービス JS-0005-6216

オリーブビッグハウス巣子店 滝沢市 巣子１１６６－１ サービス JS-0005-4857

（有）大森自動車鈑金塗装工業 滝沢市 平蔵沢３０ サービス JS-0002-9097

zakka ＋ cafe KICHI． 胆沢郡 金ケ崎町三ケ尻荒巻横道上８０ ショッピング JS-0002-4117

三五郎下町店 二戸市 福岡字下町１２－１ 飲食店 JS-0005-7573

幸の蔵 二戸市 福岡上町３－２　　 飲食店 ZN-2000-1939

麺，s 倶楽部 二戸市 米沢字荒谷２５　二戸ＳＣ内 飲食店 SL-2000-4530

佐藤ランドリー　本店　2 二戸市 金田一字大釜６９－１　　 ショッピング PK-0000-8132



10 2020/8/25

［岩手県］

加盟店名 所在地 ジャンル

トマト衣料館二戸金田一店 二戸市 金田一八ツ長１２６－１　　 ショッピング ZN-2000-3459

高村書店 二戸市 堀野字長地７１－１　 ショッピング SL-2000-6972

レンタルのニッケン 二戸営業所 二戸市 仁左平横手１４－１ サービス JS-0003-2495

クリーニングのブルースター二戸店 二戸市 石切所荷渡２２－１ サービス JS-0003-9439

コンビニエンスストアーティーマート 二戸市 石切所前田７３－１－２　 その他 SL-2000-6707

くすりの天狗山 二戸市 米沢荒谷２５　ショッピングセンターニコア内 その他 SL-2000-4379

Nollegretto 八幡平市 平舘１６－１０７ 飲食店 SL-2000-9872

安比給油所 八幡平市 安比高原６０５－１ ショッピング JS-0000-5226

カーショップ おやまだ 八幡平市 清水６７－４ ショッピング JS-0000-5207

たまご館 八幡平市 平笠２－６－３３３ ショッピング JS-0005-7632

いんべクリーニングアエルプラザ八幡平店 八幡平市 大更第１８地割８８－８８ サービス JS-0005-6313

有限会社一番鮨 北上市 花園町２－２－１３ 飲食店 JS-0005-2070

豊八 北上市 諏訪町１－１－９　　 飲食店 ZN-0001-3700

エス 北上市 諏訪町２－１－２４　第２ふくろうビル２ＦＡ号室 飲食店 JS-0001-7660

味付ホルモン紅 北上市 諏訪町２－２－１　丸高ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4997

炭火焼 Dining Liber 北上市 諏訪町２－５－３ 飲食店 JS-0002-1873

旬彩食堂結 北上市 青柳町１－５－３５ 飲食店 JS-0001-3854

カウンターバーゆみ 北上市 青柳町１－６－１３　千田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3751

鹿角ホルモン亭 北上市 青柳町１－６－２８ 飲食店 JS-0002-5903

レストラン田舎カントリー 北上市 青柳町２－１－２４ 飲食店 JS-0004-3426

北の居酒屋 北上市 青柳町２－１－２５ 飲食店 JS-0005-7754

洋食酒場 SOLE 北上市 青柳町２－１－２８　　 飲食店 ZN-2000-4696

Axis 北上市 青柳町２－２－１３　第２スターライトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1284

弁天 北上市 青柳町２－３－１２ 飲食店 JS-0000-0212

天ぷら創作料理和楽 北上市 青柳町２－３－２４　　 飲食店 ZN-0001-4093

居酒屋 千登里 北上市 青柳町２－３－３１グリン館１Ｆ 飲食店 JS-0002-5880

秀よし鮨 北上市 青柳町２－４－２　　 飲食店 ZN-0001-3649

DACHS 北上市 青柳町２－５－３０　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3199

GATE 北上市 青柳町２－５－３５　ナイトキャッスル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0452

リップル 北上市 青柳町２－５－３５　ナイトキャッスル２Ｆ 飲食店 ZN-2000-1467

海鮮産直市場じん兵え 北上市 青柳町２－５－３７ 飲食店 JS-0001-0414

プラネ＆アコースティックステージ 1 ／ f 北上市 青柳町２－６－１ 飲食店 JS-0003-2636

テナモンヤ コネクション 北上市 青柳町２－６－３５ 飲食店 JS-0003-4694

枕流亭 北上市 川岸３－１５－２０　　 飲食店 ZN-0002-5690

BRAND NEW KITAKAMI 北上市 大通り１－１０－１　１Ｆ 飲食店 JS-0000-9574

BRAND NEW KITAKAMI 北上市 大通り１－１０－１　４Ｆ 飲食店 JS-0000-9575

御料理寺沢 北上市 大通り４－４－３ 飲食店 JS-0004-5130

レストラン＆カフェ ステーキ ブルズ 北上市 北鬼柳３２－３８－１　 飲食店 SL-2000-7625

クレソン・ダイニング 北上市 柳原町３－４－２５ 飲食店 JS-0004-7634

Hummingbird 北上市 九年橋１－７－２３　ヤマサンビル１Ｆ ショッピング JS-0001-4930

和賀スポーツ 北上市 新穀町１－３－２２　　 ショッピング ZN-2000-2528

株式会社ツールボックス 北上市 村崎野２２地割１６１－１ ショッピング JS-0005-3929

銀河薬局 北上店 北上市 町分１８－８８－１ ショッピング JS-0001-0850

瀬川電器株式会社 北上市 北鬼柳１９－４２－４ ショッピング JS-0000-3794
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合同会社カネハラ 北上市 柳原町５－１８－２９ ショッピング JS-0003-7954

いんべクリーニング北上九年橋店 北上市 九年橋３－１７－１０ サービス JS-0005-6207

TOP KNOT 北上市 上野町２－３２－４ サービス JS-0002-4226

Give 北上市 上野町４－１－１０ サービス JS-0004-5360

共栄鈑金塗装工場 北上市 北鬼柳３－６１ サービス JS-0002-5115

eye CATCH 北上市 柳原町１－５－６１ サービス SL-2000-1308

モダンクラフト北上店 北上市 柳原町２－１－４０ サービス JS-0004-5611

ダイニング＆バルさらり 陸前高田市 高田町館の沖１ 飲食店 JS-0003-0781

居酒屋 膳 陸前高田店 陸前高田市 高田町館の沖１　アバッセタカタ内 飲食店 JS-0003-2764

焼肉のろし 陸前高田市 米崎町松峰４９－１　 飲食店 SL-2000-7853


