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居酒屋　弁慶 安芸市 矢ノ丸１－７－４　　 飲食店 PK-0000-6845

アルファやました いの店 吾川郡 いの町２０５ ショッピング JS-0005-9713

シューズショップナベヤ いの店 吾川郡 いの町２０５　サニーアクシスいの店内 ショッピング JS-0005-8060

Mom ＆ Me，Closet いの店 吾川郡 いの町２０５　サニーアクシスいの内 ショッピング JS-0001-9725

ホームセンターウッディ 本館 吾川郡 いの町駅東町１５７０－１ ショッピング JS-0000-1175

ホームセンターウッディ 南館 吾川郡 いの町駅東町１５７０－１ ショッピング JS-0000-1176

ラ・ヴィ・ボーテ枝川店 吾川郡 いの町枝川２２５３－９　　 サービス ZN-0003-0126

居酒屋あほうどり 香南市 野市町西野２６０９－４ 飲食店 JS-0002-4569

焼肉 もり川 香南市 野市町西野２６９８－１１ 飲食店 JS-0001-6861

澤　餅茶屋 香南市 夜須町手結１４６８－８　　 ショッピング PK-0000-8489

東武ギフト 香南市 野市町西野１８７８－３ ショッピング JS-0003-5913

アクトランド 香南市 野市町大谷９２８－１ ショッピング JS-0001-0975

Sola Kira 香南市 野市町下井５９７－２ サービス JS-0003-5849

ヘアーストリームあき 香南市 野市町東野１２１８－４ サービス SL-2000-4629

平和観光旅行社 香南市 野市町西野２３４５－４　 その他 SL-2000-2560

浜幸山田店 香美市 土佐山田町西本町１－３－１７　 ショッピング SL-2000-7681

香北自動車工業 香美市 香北町韮生野８４５－２　　 サービス PK-0000-8068

Hair ＆ Make any 香美市 土佐山田町西本町４－２－４ サービス JS-0001-9676

VAN クリーニング かがみの店 香美市 土佐山田町百石町２－６－１６ サービス JS-0003-9731

キリン館 高岡郡 佐川町甲１３００　 ショッピング SL-2000-1841

フォトサロン幸 高岡郡 佐川町甲１７８６　サンシャイン佐川店内　 その他 SL-2000-5514

一八の食家 高知市 はりまや町１－１－１９ 飲食店 JS-0002-0341

鉄板 Dining 京町 Base 高知市 はりまや町１－１－２１　足達ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4566

たなぼた 高知はりまや橋 高知市 はりまや町１－３－１５　米澤ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2038

旬鮮料理 愛禅 高知市 はりまや町１－４－１１ 飲食店 JS-0000-9097

旬鮮料理 愛禅 高知市 はりまや町１－４－１１ 飲食店 JS-0005-6439

弍階屋 高知市 はりまや町１－４－２２　川崎ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-0713

カタオモイ店 高知市 はりまや町１－４－３　１Ｆ 飲食店 JS-0005-0566

和魂洋菜 うるう 高知市 はりまや町１－６－７ 飲食店 JS-0000-4086

大黒堂 高知市 はりまや町１－７－５ 飲食店 JS-0001-2876

土佐の心 林 高知市 はりまや町２－１－１０　エリアビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-5234

酒亭どんこ 高知市 はりまや町２－１－２１ 飲食店 JS-0002-0711

マロバシ 高知市 はりまや町２－１３－９ 飲食店 JS-0004-3721

おらんく家本店 高知市 はりまや町２－１－８　　 飲食店 ZN-0002-0917

潮亭とさいち 高知市 はりまや町２－１－９　都ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4468

E － chicken 高知市 はりまや町２－２－７ 飲食店 JS-0004-6839

OTESUJI27BANCHI 高知市 はりまや町２－２－８ 飲食店 JS-0002-8009

土佐焼鶏 ジロー 高知市 はりまや町２－２－９　１Ｆ 飲食店 JS-0001-7828

創作せいろ 浅葱 高知市 はりまや町２－４－７　２Ｆ　 飲食店 SL-2000-5801

レストランバー Bitter Fruit 高知市 はりまや町３－１－３　志和ビル７Ｆ 飲食店 JS-0001-0440
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寿し処久保 高知市 はりまや町３－１－３　志和ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0981

凛々鈴のや 高知市 はりまや町３－１３－１３　広瀬ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4672

DiningKitchen SUN・バル 高知市 はりまや町３－１－７　ＹＯＳＡＫＯＩビル６Ｆ 飲食店 JS-0001-0990

ブラッセリー一柳 高知市 はりまや町３－５－１６　ＲＯＣＯビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6486

多真家 高知市 愛宕山６０－１ 飲食店 JS-0001-2429

びっくりどり 愛宕店 高知市 愛宕町１－３－１９ 飲食店 JS-0001-4982

焼肉天壇家族亭 高知市 旭町３－１－６ 飲食店 JS-0002-0747

天下味栄田 高知市 栄田町３－４－１８ 飲食店 SL-2000-4983

和牛焼肉あおき屋別邸 高知市 栄田町３－７－１０　北 飲食店 JS-0003-5847

地産処樹樹 高知市 駅前町２－８ 飲食店 JS-0002-7104

ビストロ シュ イサイ 高知市 横内３０６　 飲食店 SL-2000-3057

鉄板鍋づくし 高知市 河ノ瀬町１４４－１　森ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0277

旬家 おひざもと 高知市 介良乙６９７－１ 飲食店 JS-0002-8914

焼肉あおき屋土佐道路店 高知市 鴨部８９１－５　２Ｆ 飲食店 JS-0004-3876

西山珈琲館 高知市 高須新町２－１－５２ 飲食店 JS-0000-1238

Unagi Dining という選択 高知市 桜井町１－５－１０ 飲食店 JS-0003-0397

日本料理 下元 高知市 新本町２－４－４６－６ 飲食店 JS-0002-5256

STRAWBERRY FIELDS 高知市 神田１１３０－６ 飲食店 JS-0005-2197

高知赤十字カフェコア 高知市 秦南町１－４－６３－１１ 飲食店 JS-0005-4989

居魚屋 一釣 高知市 帯屋町１－１０－７ 飲食店 JS-0001-5352

アシュクテイ 高知市 帯屋町１－１２－９ 飲食店 JS-0000-7113

鬼てんぐぅ 高知市 帯屋町１－１３－２６　　 飲食店 ZN-0002-0963

不二楼 高知市 帯屋町１－１４－３３　アヴェニュービル２　２Ｆ 飲食店 JS-0000-6129

南欧 BaruAmistad 高知市 帯屋町１－２－１　アスター１２１　１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0922

お料理とおもてなし 八金 高知市 帯屋町１－２－１５　植野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-8008

寿し和菜濱 高知市 帯屋町１－２－１６　葛目ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0955

くま酒場 高知市 帯屋町１－３－１２　１Ｆ 飲食店 JS-0004-6129

東風 高知市 帯屋町１－３－１２　ケントビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3324

和菜食やおき 高知市 帯屋町１－３－５　　 飲食店 ZN-0002-0987

寿し処 一献 高知市 帯屋町１－４－９　パークビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5681

鮨 あおき 高知市 帯屋町１－５－２　３Ｆ 飲食店 JS-0003-1684

居酒屋 どん 高知市 帯屋町１－８－１８　プリンスビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-5500

酒処 かね三 高知市 帯屋町１－８－１８　プリンスビルＢＦ 飲食店 JS-0005-4940

高知ホルモン 高知市 帯屋町１－８－１９　丸善ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3416

居酒家 駱駝 高知市 帯屋町１－９－１８ 飲食店 JS-0000-8689

大衆居酒屋虎達磨 高知市 帯屋町１－９－１８ 飲食店 JS-0002-5388

帯や町商人 高知市 帯屋町２－１－１４　新生ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0973

ひだまり小路 土佐茶カフェ 高知市 帯屋町２－１－３１　１Ｆ 飲食店 JS-0005-2193

ひろめの鰻処 まん 高知市 帯屋町２－３－１　ひろめ市場内 飲食店 AL-0000-0354

甘味茶寮 さくらさく。 高知市 大原町１０９ 飲食店 JS-0005-2191

料理・ふじ味 高知市 大川筋１－３－３４ 飲食店 JS-0000-2848

ろばた焼 仙樹 高知市 大川筋１－３－４７ 飲食店 JS-0002-7103

きときと 高知市 中久万２９４－７ 飲食店 JS-0001-6021

酔夢 高知市 中万々７０－２３ 飲食店 SL-2000-5849
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国立高知レストランビアンモ－ル 高知市 朝倉西町１－２－２５ 飲食店 JS-0005-4460

おにぎりや農園 高知市 朝倉本町２－４－１９　　 飲食店 PK-0000-5693

加藤 高知市 追手筋１－１０－２１　Ｋ－ＢＩＬＤ 飲食店 JS-0000-5121

ホルモン けぶりや 高知市 追手筋１－１０－２４ 飲食店 JS-0002-5364

ラ・ヴィルフランシュ 高知市 追手筋１－１０－３　アーベイン追手筋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3763

マルコポーロ 高知市 追手筋１－１０－５　パンプビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7896

ぐるまん亭 高知市 追手筋１－１０－７ 飲食店 JS-0000-7678

フジヤマ 高知市 追手筋１－２－７　スクエアワンビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8281

TORI 高知市 追手筋１－３－１１ 飲食店 JS-0002-0395

おらんく家追手筋店 高知市 追手筋１－３－１３　ＫＩＲＡビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0916

カフェバー・スター・ライト 高知市 追手筋１－３－１３　ＫＩＲＡビル３Ｆ西 飲食店 JS-0000-7604

酒菜浪漫亭 本店 高知市 追手筋１－３－２３ 飲食店 JS-0000-0775

ひとすじ 高知市 追手筋１－３－８　前田ビル１Ｆ－１０２ 飲食店 JS-0000-0863

食楽酒楽追手筋 かこい 高知市 追手筋１－３－９　いしもとビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-6976

アロハ ヴィーナス 高知市 追手筋１－４－１１　セントラルＪＯビル９Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3178

鉄板ステーキ 上々 高知市 追手筋１－４－１３　アークビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-0414

Le monde 高知市 追手筋１－４－１３　アークビル７Ｆ 飲食店 JS-0002-0358

さくらや 高知市 追手筋１－４－８　中央ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0224

ひょっとこ寿し 追手筋店 高知市 追手筋１－５－１６ 飲食店 JS-0003-3969

フリースタイル レストランバー 良 高知市 追手筋１－５－２１　コーエイビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-2879

浜焼市場 高知市 追手筋１－６－２３　ナカヤマビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-8678

肉炉端弁慶高知店 高知市 追手筋１－６－８　　 飲食店 ZN-0002-2061

炭火焼 地鶏庵 高知市 追手筋１－７－２７　リバプールビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4912

むっく 高知市 追手筋１－８－１０　湖月ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1300

料理 まつだ 高知市 追手筋１－８－４　プランタンパート２　１Ｆ 飲食店 JS-0001-5435

Enoteca Quita 高知市 追手筋１－８－８　５５番街 飲食店 SL-2000-5657

洋風居酒屋 CHABOT 高知市 追手筋１－８－８　くるみビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7908

あおき屋 高知市 追手筋１－９－３２　第２すずきビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6488

フランソワ 高知市 追手筋１－９－４　　 飲食店 ZN-2000-4521

土佐酒バル 高知市 追手筋１－９－５　自由軒ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-2188

唐人 吉岡 高知市 唐人町２－１２ 飲食店 JS-0002-1776

覚家 高知市 南はりまや町２－１－２９ 飲食店 JS-0000-0456

塩麺独歩相棒 高知市 二葉町４－１ 飲食店 JS-0006-0083

相棒 高知市 二葉町４－１　　 飲食店 PK-0000-6502

竹灯り 高知市 廿代町１－１　勝賀野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-4624

かわたけ 高知市 廿代町１－６　Ｋ ’ Ｓフラット１Ｆ 飲食店 JS-0000-8239

御乃字 高知市 廿代町２－１３　　 飲食店 ZN-0002-0951

いつものところ 十刻 高知市 廿代町４－６ 飲食店 JS-0003-6176

英屋 高知市 廿代町４－９　メトロポリタンビル１Ｆ南 飲食店 JS-0004-0702

FreeStyleBarJ 高知市 廿代町４－９　メトロポリタンビル５Ｆ西　 飲食店 ZN-2000-3685

Gacha － bar 高知市 廿代町４－９　メトロポリタンビル６Ｆ 飲食店 JS-0005-7727

PicaPicaPintxos 高知市 廿代町５－１　ウインズエステートビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0923

活・いけす料理 居酒屋 まことや 高知市 廿代町６－８　ホワイト館１Ｆ 飲食店 JS-0005-9884

にわとりのすけ グリーンロード店 高知市 廿代町７－１　上野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3014
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居酒屋 とうちゃんや 高知市 廿代町７－１７ 飲食店 JS-0001-0257

村の集会所 高知市 廿代町８－１６ 飲食店 JS-0000-9652

旬菜厨房 三膳酒場 高知市 廿代町８－１７　西山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2875

鰻屋 成八 高知市 梅ノ辻１５－２ 飲食店 JS-0003-3771

さざ波 高知市 比島町２－１６－９ 飲食店 JS-0003-2613

パスタカフェ 八乃森 高知市 宝永町３－６　 飲食店 SL-2000-9212

いちじゃもの 高知市 北御座１０－１０　アグリコレット１Ｆ 飲食店 JS-0005-9753

リボーン 高知市 北竹島町１０３－２０ 飲食店 JS-0002-9986

ガクヤ 高知市 北本町２－１－１３　ホテル港屋別館１Ｆ 飲食店 JS-0000-4612

take2 高知市 本町１－２－３０ 飲食店 JS-0004-1332

風と月 高知市 本町１－６－２７ 飲食店 JS-0005-0067

寿司処 すず木 高知市 本町２－１－３　あけぼのビル 飲食店 JS-0001-9920

居酒屋 つばめ 高知市 本町２－２－１９　北村ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5441

Le Bistro TASHIMA 高知市 本町２－５－１２　住友ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1144

callman56 高知市 本町３－２－２　並木ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3901

豆腐と湯葉・土佐文化の店 大名 高知市 本町４－１－４２ 飲食店 JS-0002-2849

ぼっちり 高知市 本町４－１－５１ 飲食店 JS-0002-6019

喜多方ラーメン 六泉寺店 高知市 六泉寺町２２８－１ 飲食店 JS-0005-8142

喜多方ラーメン六泉寺店 高知市 六泉寺町２２８－１ 飲食店 JS-0005-9655

土佐酒処 串丸 高知市 薊野中町３４－９　１Ｆ 飲食店 JS-0002-3336

マミイ子供服店 京町本店 高知市 はりまや町１－１－１６ ショッピング JS-0001-9764

さんごの清岡屋 高知市 はりまや町１－１－２３ ショッピング JS-0000-9738

DEBORAH 高知市 はりまや町２－１０－５　　 ショッピング ZN-0002-4665

フットワーク足の元気館 高知市 はりまや町２－１１－２３　　 ショッピング ZN-0002-5963

清岡珊瑚店 高知市 はりまや町２－１－２ ショッピング JS-0005-9756

T．O 高知市 はりまや町３－１１－１７ ショッピング JS-0000-2598

天狗堂めがね店 高知市 はりまや町３－４－２ ショッピング JS-0003-6005

ライフプランナーみぞぶち 高知市 旭町２－１ ショッピング JS-0002-1804

ミッドランドシップ 高知市 旭町２－１　ｗｅｓｔ１Ｆ ショッピング JS-0002-1805

パドック 高知市 一宮南町１－２－２ ショッピング JS-0003-0194

加茂屋 高知市 浦戸６ ショッピング JS-0003-7785

黒岩観光みやげセンター 高知市 浦戸７７９－２ ショッピング JS-0003-8264

てっぽう天国トライアンフ 高知市 塩屋崎町２－８－１ ショッピング JS-0002-0423

天狗堂めがね店 塩田町店 高知市 塩田町１５－３１ ショッピング JS-0003-6004

ジーワイズ 高知市 介良乙３７２６－２ ショッピング JS-0001-9777

高知パーリーゲイツ 高知市 介良乙３７２６－２ ショッピング JS-0001-9823

BJ56 土佐道路店 高知市 鴨部９２１－５ ショッピング JS-0000-6524

MIO ジェジェ 高知市 高そね１８－１０ ショッピング JS-0002-3488

BJ 高須店 高知市 高須１－１８－１９ ショッピング JS-0004-9364

オッペン化粧品　南国営業所 高知市 高須２－６－６４　ア－バンヒル青山１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8825

自転車タンク高知 高知市 高須新町２－１－４８ ショッピング JS-0004-5061

（有）堀り出しやオフィス家具店 高知市 高須東町２－１３　　 ショッピング ZN-0002-5162

細木商会 高知市 桟橋通３－２５－２６　 ショッピング SL-2000-2124

スーパーフリークス 高知市 桟橋通４－１－２８　 ショッピング SL-2000-6623
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オッペン化粧品　salaju 営業所 高知市 曙町１－３８－５　Ａｎｊｕ営業所内　 ショッピング PK-0000-8860

サイクル タカハシ 高知市 上町２－５－２４ ショッピング JS-0003-5925

サイクルハウス GET 高知市 上町５－２－１ ショッピング JS-0001-1716

CHOCOTTO・5 高知市 神田２３８８－２ ショッピング JS-0005-3328

ひかり薬局 瀬戸店 高知市 瀬戸１－２－６２ ショッピング JS-0005-0806

有限会社 近森人形 高知市 石立町１９　 ショッピング SL-2000-5153

スタジオル・ポ 高知市 前里７８ ショッピング JS-0001-2495

池田サンゴ店 高知市 帯屋町１－１０－１６ ショッピング JS-0004-7416

土佐せれくとしょっぷ てんこす 高知市 帯屋町１－１１－４０ ショッピング JS-0000-3752

ヘア＆コスメ HIGAKI 高知市 帯屋町１－１４－５　 ショッピング SL-2001-0985

ラファムシェルブルー 高知市 帯屋町１－２－１　アスター１２１　１Ｆ ショッピング JS-0005-6295

ドゥーブレメゾン高知店 高知市 帯屋町１－７－１３ ショッピング JS-0003-4245

菊寿し 帯屋町店 高知市 帯屋町１－７－１４ ショッピング JS-0005-0593

手づくりおにごっこ 高知市 帯屋町１－７－１９ ショッピング JS-0002-1154

菊寿し 本店 高知市 帯屋町１－７－１９ ショッピング JS-0003-2252

菊寿し 本店 高知市 帯屋町１－７－１９ ショッピング JS-0003-2317

DILash 高知帯屋町店 高知市 帯屋町１－８－１ ショッピング JS-0001-6209

ファイテン ケアステーション 高知店 高知市 帯屋町１－８－１ ショッピング JS-0001-9616

レジァンスブティック高知店 高知市 帯屋町１－８－２　１Ｆ ショッピング JS-0003-8746

パネル 高知市 帯屋町１－８－４ ショッピング JS-0001-7505

カドタ眼鏡店 高知市 帯屋町１－９－２ ショッピング JS-0000-8003

Eureka 高知市 帯屋町２－１－１　井上ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-2641

FASHION CLINIC 高知市 帯屋町２－１－３　木山ビル ショッピング JS-0001-5111

リヴェール 高知市 帯屋町２－１－３８ ショッピング JS-0005-2226

クリップ 高知市 帯屋町２－２－１４ ショッピング JS-0000-8723

BJ 大津店 高知市 大津乙１９５５－３ ショッピング JS-0000-1134

COTTAGE フジグラン高知店 高知市 朝倉東町５２－１５　１Ｆ ショッピング JS-0003-8271

PearlBerry 高知市 潮見台２－２５１５　　 ショッピング PK-0000-3832

オート・ハウス・シック 高知市 長浜５２８３ ショッピング JS-0000-1164

BRITISH  NOUVEAU 高知市 追手筋１－３－６ ショッピング SL-2000-7842

ひょっとこ寿し 折売り場 高知市 追手筋１－５－１６ ショッピング JS-0005-2786

有限会社柳川商店 高知市 追手筋２－７－１３ ショッピング JS-0004-8949

BJ あぞの 2 号館 高知市 東秦泉寺１２３－１ ショッピング JS-0004-9261

BJ あぞの 1 号館 高知市 東秦泉寺１２３－１ ショッピング JS-0004-9363

bois 高知市 洞ヶ島町１－２１ ショッピング JS-0002-1113

mijoter 高知市 南はりまや町１－１０－１　２Ｆ ショッピング JS-0001-2611

IMPLANT 高知市 南はりまや町１－１６－２３ ショッピング JS-0000-7128

ライフスタイルショップ CARNA 高知市 南久保１０－２６ ショッピング JS-0001-7041

REPUBLIC 御座店 高知市 南久保１０－３９ ショッピング JS-0000-7459

ぶんぐはうす 大山 高知市 南久保１－２１ ショッピング JS-0000-1163

Natty 高知市 南久保１５－３８　　 ショッピング ZN-0002-4664

メガネの丸善 南久万店 高知市 南久万１９２－１ ショッピング JS-0003-5788

カギの救急車 高知東 高知市 南御座１０－３７ ショッピング JS-0004-3034

株式会社エレパ 高知市 南御座２－１２ ショッピング JS-0000-3935
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BJ リサイクル館 高知市 南御座７－２９ ショッピング JS-0004-7547

アイユート 高知市 南御座７－３６ ショッピング JS-0001-5649

ナチュラルケア HIGAKI 高知市 南御座９０－１　 ショッピング SL-2001-0766

ガレージタニグチ 高知市 南万々５－４ ショッピング JS-0002-1530

さくや 高知市 廿代町１５－１９　ダイアパレス追手前１０３　 ショッピング PK-0000-3289

favori 高知市 廿代町１５－１９　ダイアパレス追手前第１　１０２ ショッピング JS-0002-4515

フィッシングハヤシ 高知市 梅ノ辻５－１ ショッピング JS-0005-5873

きむらランドリ－ 高知市 福井東町１－１２　　 ショッピング PK-0000-6016

有限会社近藤酒店 高知市 宝永町５－９ ショッピング JS-0005-1906

Clarity 高知市 北久保１９－１２ ショッピング JS-0004-1394

菊寿し 別館 高知市 本町１－１－１０ ショッピング JS-0003-2316

菊寿し 別館 高知市 本町１－１－１０ ショッピング JS-0003-4026

Dus Bus Irena 高知市 本町１－１－１４　花苑ビル２Ｆ ショッピング JS-0003-7618

J．a．m 高知市 本町１－２－１５　Ｔ ’ Ｓビル１Ｆ ショッピング JS-0003-0284

ainhoa 高知市 本町２－２－２５ ショッピング JS-0002-1467

かわむらリビング 高知市 本町３－４－６ ショッピング JS-0003-9542

有限会社クロイワメガネ 高知市 本町５－４－１ ショッピング JS-0001-9063

ジェリー・ビーン・ツリー 高知市 本町５－６－４８　深田ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-9118

マンジェ・ササ 六泉寺店 高知市 六泉寺町１４－２５ ショッピング JS-0000-6607

バイクショップストリート 高知市 薊野西町２－２１－１０ ショッピング JS-0001-3809

太陽舎クリーニング はりまや店 高知市 はりまや町１－１１－１１ サービス JS-0003-9722

デザインケアアムリット 高知市 はりまや町１－１１－１２　ＨＡＭＡビル１Ｆ サービス JS-0001-7783

リズムプレマ 高知市 はりまや町１－１－２１　リズムビル１Ｆ サービス JS-0002-7357

KENOMIKA． 高知市 はりまや町１－１３－１　井上ファーストビル２Ｆ サービス JS-0005-8933

ヘアードレッシングサロン pez 高知市 はりまや町１－５－１２ サービス JS-0004-4089

ヴァル 高知市 はりまや町３－２１－２１ サービス JS-0002-1812

MYB 美容室 高知市 愛宕町１－５－１２　ＳＫビル１Ｆ サービス JS-0003-9504

ブランローズ 高知市 愛宕町３－９－７　 サービス SL-2000-5838

freep2 高知市 旭町２－２２－３７ サービス JS-0003-8453

VAN クリーニング 一宮店 高知市 一宮中町１－２１－１９ サービス JS-0003-9665

VAN クリーニング 稲荷店 高知市 稲荷町９０－１ サービス JS-0003-9661

ヘアメイクココペリ 高知市 塩屋崎町１－９－１４　　 サービス ZN-2000-3998

D’ARTISAN 高知市 横内３０３－１ サービス JS-0002-2292

VAN クリーニング 横浜店 高知市 横浜新町３－３２０ サービス JS-0003-9662

コワフュールトーリ横浜店 高知市 横浜新町４－２４０４　Ａ－ＭＡＸ　 サービス ZN-0003-0915

株式会社西田カーライフサービス 高知市 横浜東町２－４４ サービス JS-0005-4091

VAN クリーニング 高須店 高知市 葛島１－１０－７１ サービス JS-0003-9668

整体院ゆるり 高知市 葛島４－４－２４　有沢マンション１Ｆ北　 サービス PK-0000-2071

RecoLo 高知市 鴨部３－２２－１７ サービス JS-0000-1644

hairdesignRECOLO 高知市 鴨部３－２２－１７ サービス JS-0005-7796

ページ 高知市 吉田町１－２ サービス JS-0004-6690

Vivace legarsi 高知市 九反田９－１５　ホテル日航高知旭ロイヤル２Ｆ サービス JS-0000-3767

Hair ＆ spa TRICO 高知市 高そね９－１９ サービス SL-2000-4009

lecoeur 高知市 高須本町１－２８　六本木ハイツ２－１Ａ　 サービス ZN-0003-0903
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さくらいペットクリニック 高知市 桜井町１－８－３５ サービス JS-0000-9316

アトミック 高知市 桜馬場７－１３ サービス JS-0000-3756

リラクゼーションサロン Aurora 高知市 桟橋通２－８－１２ サービス JS-0004-8364

VAN クリーニング 桟橋店 高知市 桟橋通３－２６－７ サービス JS-0003-9720

沖本モーターサービス 高知市 春野町弘岡上９４０ サービス JS-0004-2845

Hair studio NORA 高知市 曙町２－４－３０　あかつきビル１Ｆ サービス JS-0001-4558

remixLINK 高知市 小倉町３－３０　フジグラン葛島２Ｆ　 サービス ZN-0003-0916

シェリー美容室新屋敷店 高知市 新屋敷２－９－１５　　 サービス ZN-2000-3588

KIND hair design 高知市 新本町２－１６－１３　 サービス SL-2000-2640

hair design Belonica 高知市 新本町２－６－２１　１Ｆ サービス JS-0001-7809

Ncist Ego 高知市 杉井流１－１０　マリーハウス３－１０１ サービス JS-0003-7622

village mountain． 高知市 西秦泉寺７２－３　ハイツＭ２ サービス JS-0003-6150

木村どうぶつ病院 高知市 前里２９４－１ サービス JS-0005-4235

リラクゼーション ソラ 高知市 帯屋町１－１０－２０　町田ビル２Ｆ サービス JS-0005-3991

Lima 高知市 大原町７６－２　コーポ筆山１Ｆ サービス JS-0003-4709

VAN クリーニング 大津店 高知市 大津乙１０６１－１ サービス JS-0003-9663

マイスターキャラス 高知市 大津乙１２３３－４ サービス JS-0003-1009

カーライフ こうち 高知市 大津乙１９３８－３ サービス JS-0003-7586

シエロ 高知市 知寄町２－１－３７　２Ｆ サービス JS-0001-9898

crece 高知市 中宝永町１１－１０　ロイヤルコートブルージュ４０２ サービス JS-0002-5355

VAN クリーニング 万々店 高知市 中万々４０－１ サービス JS-0003-9660

美容室 Let it be 高知市 朝倉横町１－３１ サービス JS-0000-9724

シェリールアミィ 高知市 朝倉西町１－８－６　１Ｆ　　 サービス ZN-0003-0928

Lish for hair desigh 高知市 朝倉東町１－１５ サービス JS-0005-0936

インシュテック 高知市 朝倉戊１３５０－１ サービス JS-0000-5239

エルマーナ 高知市 潮新町２－１３－２５ サービス JS-0000-2607

M．hairsalon 高知市 土居町１３－１　山田ビル２Ｆ　　 サービス ZN-2000-4570

アンク犬猫病院 高知市 東久万８３ サービス JS-0000-8299

ラ・ヴィボーテエストアヴェダ 高知市 南久保１５－３８　プレスエアー　　 サービス ZN-0003-0904

ING 株式会社 高知市 南川添１６－１０ サービス AD-0000-0423

ZERO 高知市 南川添２４－４　　 サービス ZN-2000-7275

前田カイロプラクティック整体院 高知市 南竹島町２－１０ サービス JS-0005-3265

MACOTT 高知市 廿代町１２－１ サービス JS-0001-8388

art 高知市 廿代町１７－２０　ＳＴ廿代町２Ｆ サービス JS-0002-9475

hair dressing Ange 高知市 梅ノ辻６－１６　岸ビル１Ｆ サービス JS-0001-5905

Sora 高知市 比島町２－８－６ サービス JS-0000-3777

エスプリ 高知市 百石町２－８－１６ サービス JS-0002-2551

ガラスプロ高知 高知市 福井町２１８７－４７　　 サービス ZN-2000-4666

有限会社カートピア 高知市 北金田１１－２８ サービス JS-0003-0193

VAN クリーニング 御座店 高知市 北御座１０－１０ サービス JS-0003-9721

hair make Cherie 高知市 北高見町２４１－１ サービス JS-0001-2963

PIPIRANCHE 高知市 北川添２－２０　コーポ一桂１０１ サービス JS-0002-4582

エスペランサ高知店 高知市 北本町３－６－２２ サービス JS-0005-2355

太陽舎クリーニング 北本町店 高知市 北本町３－８－１５　市川ビル１Ｆ サービス JS-0003-9723



8 2020/9/15

［高知県］

加盟店名 所在地 ジャンル

美容室 アビエ 高知市 本町２－２－２５　堀内ビル２Ｆ サービス JS-0004-2034

SOLARICA KOMACHI 高知市 本町３－５－３　２Ｆ サービス JS-0001-6505

hair atelier hiyori 高知市 本町３－６－１５ サービス JS-0002-8672

姿勢矯正院 スタイルケア 高知市 弥生町１３－１５　ＥＸＴ－３－１０１ サービス JS-0004-1978

Calm hair 高知市 弥生町３－９　１Ｆ東 サービス JS-0000-2109

en 高知市 薊野西町１－２１－３３ サービス JS-0001-9640

太陽舎クリーニング 一宮店 高知市 薊野南町２８－１２ サービス JS-0003-9666

フレスコ 高知市 薊野南町２８－３４ サービス JS-0000-6391

有限会社 米沢サンゴ店 高知市 はりまや町１－３－１５　 その他 SL-2000-7839

近藤印高知酒店株式会社 高知市 杉井流１９－１１　 その他 SL-2000-5975

やまの台所　みん家 四万十市 西土佐江川崎２４３３－６　　 飲食店 PK-0000-6796

旬菜 一水 四万十市 中村栄町１３ 飲食店 JS-0004-1975

良水 四万十市 中村小姓町３５ 飲食店 JS-0001-5705

味劇場ちか 四万十市 中村新町１－３９－２ 飲食店 JS-0001-5738

はまだ 四万十市 中村大橋通４－７９ 飲食店 JS-0004-1933

居酒屋 喜八 四万十市 中村天神橋１０ 飲食店 JS-0001-8868

人情酒場いわちゃん 四万十市 中村天神橋１８ 飲食店 JS-0002-5766

飲み食い処 掘食 四万十市 中村天神橋５０ 飲食店 JS-0002-9714

炭火焼肉やすみつ 四万十市 中村東下町２２ 飲食店 JS-0002-5769

誠道 四万十市 中村東下町３－１ 飲食店 JS-0000-0820

ベルモード まるいし 四万十市 右山五月町８－１３　アピアさつき内 ショッピング JS-0005-4110

リフレッシュ整体 爽 四万十市 右山五月町８－１３　アピアさつき内 ショッピング JS-0005-4117

おしゃれショップ メイク 四万十市 右山五月町８－１３　アピアさつき内 ショッピング JS-0005-4360

メガネ倶楽部 四万十市 駅前町１２－１３ ショッピング JS-0001-9106

古着のアビーロード 四万十市 駅前町１７－１０ ショッピング JS-0004-0017

EAT A PEACH 四万十市 具同２８００－２ ショッピング JS-0002-1107

酒のしまむらアネックス 四万十市 古津賀１５２９－１ ショッピング JS-0005-6520

四万十屋 四万十市 山路２４９４－１ ショッピング JS-0001-6852

酒のしまむら 四万十市 中村一条通３－１－２６ ショッピング JS-0005-6502

天下のヒゲ店 四万十市 中村東下町１１ ショッピング JS-0005-6316

（有）美粧堂 四万十市 中村東下町５　 ショッピング SL-2000-4479

ウインドアンドシー 四万十市 不破１７４６－３ ショッピング JS-0001-9133

写真館夢治 四万十市 安並４５７２－２１ サービス JS-0002-4606

道の駅キラメッセ室戸 食遊鯨の郷 室戸市 吉良川町丙８９０－１１ 飲食店 JS-0002-4432

岡　 室戸市 吉良川町甲２１２７－１２　　 ショッピング PK-0000-8527

LeaLea 室戸市 浮津８３６ サービス JS-0005-6545

焼肉 一條苑 宿毛市 中央１－１－１１ 飲食店 JS-0002-2437

八坂 宿毛市 中央６－３－２１　　 飲食店 ZN-0002-0956

ポモドーロ 宿毛市 中央６－６－１１ 飲食店 JS-0000-6280

エフワン 宿毛店 宿毛市 駅東町３－２０５ ショッピング JS-0003-7568

肉のたけうち 須崎市 緑町８－２７－２Ｆ 飲食店 JS-0004-8121

市川タイヤ商会 須崎市 吾井郷乙１７９６－１ ショッピング JS-0003-8338

シューズショップナベヤ 須崎店 須崎市 西崎町６－１５　マック須崎店内 ショッピング JS-0001-9149

［HC］でんき館コピア 須崎市 緑町５８－２ ショッピング JS-0001-8090
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エボリューション フォー ヘアー 須崎市 西崎町５－１　１０５　 サービス SL-2000-1300

有限会社 パルネットアイ 須崎市 緑町８－２７　パルネットアイビル その他 SL-2000-5444

フォレスト 土佐郡 土佐町田井１４４５－３　　 ショッピング PK-0000-2529

焼肉義塾 土佐市 高岡町甲１８８５－９　　 飲食店 ZN-0000-0221

［HC］シーエスワン高知北 土佐市 用石１２９９－１ ショッピング JS-0001-8136

太陽舎クリーニング 高岡店 土佐市 高岡町甲９４０－１ サービス JS-0003-9667

カラオケ JOY 土佐店 土佐市 蓮池１１５２－１ エンターテインメント JS-0002-8987

レスト竜串 土佐清水市 三崎４１２４－１ ショッピング JS-0005-7872

サカノミサキ 南国市 大そね甲１６２６　トラキヤビル１Ｆ南 飲食店 JS-0002-0712

F．O．KIDS 南国店 南国市 後免町１４４－２　サンシャインカルディア南国内 ショッピング JS-0001-9726

ArcoNe 南国市 大そね乙１００９－１　サニーアクシス南国店内 ショッピング JS-0005-8741

ティブロン 南国市 大そね乙１００９－１　サニーアクシス南国店内 ショッピング JS-0005-9808

カーサ・シモダ 南国市 大そね乙８６２－１ ショッピング JS-0001-1449

and more 南国市 大そね甲３１７－６ ショッピング JS-0001-9675

お墓の故郷 南国市 田村乙２１３０－３　　 ショッピング PK-0000-2536

パティスリー ポティロン 南国市 明見４８２ ショッピング JS-0002-8008

VAN クリーニング 十市店 南国市 緑ヶ丘１－１１０７ サービス JS-0003-9724

erba 幡多郡 黒潮町佐賀３５４０－３　　 飲食店 PK-0000-5427

Grand Velo 幡多郡 黒潮町入野１５７２－７ ショッピング JS-0000-7867

ザグリーンルーム 幡多郡 黒潮町入野２０５１－２ ショッピング JS-0001-6946

ノブサーフギャラリー 幡多郡 黒潮町浮鞭３５７０ ショッピング JS-0000-8041

ノブサーフギャラリー 幡多郡 黒潮町浮鞭３５７０　ノブサーフギャラリー ショッピング JS-0005-3258


