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魚菜酒房 たく美 綾部市 井倉新町瓜田１－８　アールイン綾部１Ｆ 飲食店 KI-2000-0132

闇市倶楽部 綾部店 綾部市 井倉町舘１２－１ 飲食店 JS-0002-3642

味しるべ盾 綾部市 駅前通７２－６　 飲食店 KI-0000-0923

和風料理 ひがし山 綾部市 大島町畠田５－４ 飲食店 KI-0000-0924

魚菜酒房 あず木 綾部市 中ノ町２－３２　 飲食店 KI-0000-0925

有限会社はとや文具店 綾部市 西町１－６０ ショッピング JS-0005-4658

佐々木酒店 綾部市 西町２－９８ ショッピング JS-0005-8829

Kyoei Japan 綾部市 大島町坂尻２ ショッピング SL-2000-2662

有限会社仲江オート 綾部市 栗町内沼３４ サービス JS-0003-8118

Sea a biento 宇治市 伊勢田町井尻２６－１１ 飲食店 JS-0005-9919

GOCHIOcafe 宇治市 宇治壱番６３　　 飲食店 ZN-0001-4590

上林春松本店 宇治市 宇治蔭山９ 飲食店 JS-0000-3431

和風ダイニングちょうじ 宇治市 宇治宇文字２－３１　 飲食店 SL-2000-2978

薩摩焼肉 黒桜 宇治市 宇治下居３９－２　エスパシオビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-1287

株式会社福寿園 宇治工房 茶店 宇治市 宇治山田１０ 飲食店 JS-0000-1217

株式会社福寿園 宇治工房 茶寮 宇治市 宇治山田１０ 飲食店 JS-0000-1218

福寿園宇治工房 玉露亭 宇治市 宇治山田１０ 飲食店 JS-0004-5155

福寿園 宇治喫茶館 宇治市 宇治塔川１－１ 飲食店 JS-0002-7857

有限会社 辰巳屋 宇治市 宇治塔川３－７　 飲食店 KI-0000-0926

竹林 宇治市 宇治弐番８３　 飲食店 KI-0000-0927

韓亭 宇治市 宇治半白１１８－３ 飲食店 JS-0005-7641

とにまる 宇治橋通店 宇治市 宇治妙楽１７１－２１　 飲食店 SL-2001-1443

上林春松本店 小売部 宇治市 宇治妙楽３８ 飲食店 JS-0000-3443

レストラン マリヴォー 宇治市 宇治妙楽４－９ 飲食店 JS-0002-8186

旬と感の店 乱 宇治市 宇治妙薬２４－１　ミツダビル１Ｆ 飲食店 KI-0000-0929

平等院表参道 竹林 宇治市 宇治蓮華２１　 飲食店 KI-0000-0001

泉園銘茶本舗 宇治市 宇治蓮華２４ 飲食店 JS-0003-4905

株式会社寺島屋彌兵衛商店 宇治市 宇治蓮華４０－１ 飲食店 JS-0001-8016

憩和井 平等院店 宇治市 宇治蓮華５－６　 飲食店 SL-2001-1444

おうばく 宇治市 五ヶ庄平野５７－１１　おうばく食堂　 飲食店 SL-2000-5417

ほっとけや大久保店 宇治市 広野町西裏８７　　 飲食店 ZN-0001-9087

焼肉 大川 宇治市 広野町茶屋裏６ 飲食店 JS-0003-8846

かつ扇 宇治市 小倉町山際３－１１　 飲食店 SL-2000-7227

mimaki 宇治市 小倉町山際４５－２６ 飲食店 JS-0003-3842

海雲亭小倉店 宇治市 小倉町神楽田３－６　　 飲食店 ZN-0001-9061

peaceK 宇治市 小倉町西浦７８－３　O.S.P. ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9082

和だいにんぐ ざわ．．．ざわ．．． 宇治市 小倉町西浦７８－３　小倉ステーションパーク１Ｆ 飲食店 JS-0005-0682

七輪亭 宇治市 小倉町西浦８２－２４ 飲食店 JS-0004-9661

和食屋げん月 宇治市 小倉町天王３７－１４　 飲食店 SL-2000-9148

BistroDiningJam 宇治市 小倉町南浦２１－３２　 飲食店 SL-2000-1708
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時の宿 氷竜 宇治市 小倉町老ノ木２６ 飲食店 JS-0004-9641

厨風土 宇治市 大久保町井ノ尻２１－１３　　 飲食店 ZN-0001-9067

板前割烹 鹿六／中国料理 鹿六夢 宇治市 大久保町井ノ尻５６－１　 飲食店 SL-2000-5409

京極堂 宇治市 大久保町旦椋１３０－１１　ハートフルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9057

時代屋 大久保店 宇治市 大久保町北ノ山１０１－７ 飲食店 JS-0003-0294

KADO 屋 宇治市 大久保町北ノ山１０１－９ 飲食店 JS-0003-8395

やきにく家トルパン 宇治市 大久保町北ノ山９６－１　　 飲食店 ZN-0001-9055

よろずや三史 宇治市 木幡内畑１０－４　　 飲食店 ZN-0001-9080

旬菜ダイニング 藤 宇治市 六地蔵札ノ辻町２６－２ 飲食店 JS-0002-7474

相撲茶屋 やぐら 宇治市 六地蔵町並３９－３ 飲食店 JS-0003-8651

Re： 宇治市 六地蔵奈良町３５　北村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7717

TSUNAGU 宇治市 六地蔵奈良町３９－１７　　 飲食店 ZN-0001-9070

酒馳走こころ 宇治市 槇島町三十五５６－１４　　 飲食店 ZN-0001-9058

ブリオ リストランテ 宇治市 槇島町吹前５５－２ 飲食店 JS-0000-8742

ひまわり名木店 宇治市 伊勢田町名木１－１－２５６　　 ショッピング ZN-0002-4513

菓子工房 KAMANARIYA1 宇治市 宇治乙方５２－５ ショッピング JS-0000-5014

菓子工房 KAMANARIYA 2 宇治市 宇治乙方５２－５ ショッピング JS-0000-5035

喜撰茶屋 1F 宇治市 宇治塔川１３ ショッピング JS-0005-8111

京阪宇治駅前駿河屋 宇治市 宇治東内１６　　 ショッピング ZN-0002-7046

永楽屋 宇治平等院店 宇治市 宇治妙楽１－１　宇治橋ビル１Ｆ ショッピング KI-0000-0928

さんもと 宇治市 宇治妙楽１５５ ショッピング JS-0005-2883

さんもと 宇治市 宇治妙楽１５５ ショッピング SL-2000-6029

茶舗 赤門茶屋 宇治市 宇治蓮華２１ ショッピング JS-0005-2655

宇治茶菓子工房 宇治市 宇治蓮華３５ ショッピング JS-0000-4579

株式会社宇治マイカーランド 宇治市 小倉町久保１１６ ショッピング JS-0005-4916

有限会社肉のモリタ屋 宇治市 小倉町山際１６－８ ショッピング JS-0005-2349

プラナ 宇治市 六地蔵奈良町６ ショッピング JS-0003-8451

AUTO SHOP エビス 宇治市 槇島町一ノ坪３００ ショッピング JS-0003-5935

株式会社 エムテック 宇治市 槇島町吹前２８ ショッピング JS-0000-2402

MC RIDE 宇治市 槇島町吹前９７－２２ ショッピング JS-0005-2774

ピーコック 槙島店 宇治市 槇島町清水２１－３ ショッピング JS-0003-5660

アプローチ 京都店 宇治市 槇島町清水４８　ベルファ宇治２Ｆ ショッピング JS-0005-4655

KC TECHNICA 宇治市 槇島町目川６ ショッピング JS-0004-6887

クリーンショップおくむら伊勢田マツヤ店 宇治市 伊勢田町中ノ田５５－３ サービス JS-0004-8071

髪工房 宇治店 宇治市 宇治壱番１７７ サービス JS-0001-0680

mieuxmieux 宇治市 宇治壱番７０　INOUE ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0522

クリーンショップおくむら下居フレンド 宇治市 宇治下居４６－１　フレンドマート宇治市役所前店内 サービス JS-0004-8098

SEIYOSHA 宇治戸ノ内 宇治市 宇治戸ノ内８２－４ サービス JS-0004-8610

bao bao 宇治店 宇治市 宇治戸ノ内８２－６ サービス JS-0001-1426

LUCIDOSTYLEEclat 宇治市 宇治弐番７４　　 サービス ZN-0003-0520

宇治中央どうぶつクリニック 宇治市 宇治妙楽１８２－１３ サービス JS-0002-9544

Tikal 宇治市 五ヶ庄折坂６３－２　ラポ－ト折坂１Ｆ　 サービス SL-2000-5113

MAHALO 宇治市 広野町西裏１００－５２ サービス JS-0002-8588

reil HAIR DESIGN 宇治市 広野町西裏６６－１　グランマケイジョウエン１Ｆ サービス JS-0002-9013
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布施接骨院 宇治市 広野町茶屋裏１０－１　ドミール大久保１Ａ サービス JS-0003-7651

hair produce UP’s 宇治市 広野町東裏１１７ サービス JS-0001-2012

オックスクリエーション 小倉店 宇治市 小倉町久保１１４ー２ サービス SL-2000-5427

hair room HARVEST 宇治市 小倉町新田島１０－２ サービス JS-0000-5281

ANSUR． 宇治市 小倉町新田島８－１　２Ｆ サービス JS-0001-1758

hair produce UP’s － t 宇治市 小倉町神楽田２１－１ サービス JS-0001-2013

髪一 小倉美容室 宇治市 小倉町神楽田２７－１ サービス JS-0004-8831

クリーンショップおくむら 小倉店 宇治市 小倉町神楽田３３－９ サービス JS-0004-8095

AVANCERlavie 宇治市 小倉町西浦７４－２　ステイシー１ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-7399

髪一 小倉店 宇治市 小倉町西浦７８－３　OGURA ７８３　１Ｆ サービス JS-0004-8835

ヘアーメイク インフィニティ 宇治市 小倉町西山８３－１ サービス JS-0002-0164

FEEL 宇治店 宇治市 小倉町天王５５－１　ホワイトレジデンス　 サービス ZN-0003-0511

ヘアスタジオ ユーマ 宇治市 神明宮北２２－１８　キタガワビル２Ｆ サービス JS-0003-2094

南京都自動車産業 宇治市 大久保町北ノ山３５－１ サービス JS-0005-0754

ピーナ 大久保店 宇治市 大久保町北ノ山８３－１　森ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0008

Cross 宇治市 木幡熊小路３８－６０　すみハウスビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0521

クリーンショップおくむらろくじぞう 宇治市 六地蔵町並４０－２０ サービス JS-0004-8090

水洗い専門店タイムクリーニング 宇治市 六地蔵奈良町５８－１６　土岡ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-2615

クリーンショップおくむら 三室戸店 宇治市 莵道丸山１－１７９ サービス JS-0005-3273

Ryuzustylishhairsalo 宇治市 莵道平町６０－１５　　 サービス ZN-0003-0013

SEIYOSHA マツモト宇治西 宇治市 槇島町十八４７ サービス JS-0003-7025

コンズサイクルベルファウジ 宇治市 槇島町清水４　ベルファ宇治１Ｆ　　 サービス ZN-2000-7370

ラセーラ ベルファ宇治 宇治市 槇島町清水４８ サービス JS-0003-7130

Tu es belle perch 宇治市 槇島町本屋敷２５－３ サービス JS-0001-0712

カラオケスタジオ J 小倉店 宇治市 小倉町西浦７８－３　　 エンターテインメント ZN-2000-2258

乙訓調剤薬局 大山崎店 乙訓郡 大山崎町字円明寺小字若宮前１０－６２ ショッピング KI-0000-0930

よねざわ動物病院 乙訓郡 大山崎町円明寺脇山１－３７０　 サービス KI-2000-0085

Ali － Oli 亀岡市 安町２４－２６ 飲食店 JS-0004-2134

つるかめ 亀岡市 三宅町４２－２ 飲食店 JS-0000-4358

創味旬菜融通 亀岡市 篠町篠見晴９－９　リバーサイドポピー１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9094

ラレッタ 亀岡市 篠町馬堀駅前２－４－３ 飲食店 SL-2000-0120

レストランバー アムール 亀岡市 追分町谷筋３７ー８　カワモトビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-0954

レストランバー アムール 亀岡市 追分町谷筋３７－８　カワモトビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-0663

［HC］山口電機株式会社 亀岡市 河原町１６９ ショッピング JS-0001-8848

シューズショップ カマブン 亀岡市 古世町２－４－１　亀岡ショッピングセンターアミティ内 ショッピング SL-2000-6511

アルバゴルフショップ 亀岡市 篠町王子風呂ノ谷８７ ショッピング JS-0003-0184

アルバゴルフクラブ 亀岡市 篠町王子風呂ノ谷８７ ショッピング JS-0003-0272

Le － on 亀岡店 亀岡市 篠町野条イカノ辻南８８－５ ショッピング JS-0000-4829

PONT － OAK 亀岡市 西別院町柚原水汲１２ ショッピング JS-0000-5809

ドゥリムトン ポントオーク 亀岡市 西別院町柚原水汲１２ ショッピング JS-0002-6064

R・CANBEL 千代川店 亀岡市 千代川町小川２－９－１１４－１　スーパーマツモト内 ショッピング JS-0005-0732

［HC］ミゾツラ電器 亀岡市 旅籠町３１ ショッピング JS-0001-8169

SEIYOSHA フレスコ安町 亀岡市 安町釜ケ前８９ サービス JS-0003-7129

Shu ha ri 亀岡市 古世町２－１－１ サービス JS-0001-5258
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Palette 古世店 亀岡市 古世町２－１－１ サービス JS-0004-9045

Palette 三宅店 亀岡市 三宅町１－２－１ サービス JS-0004-9046

どうぶつ病院 えむ 亀岡市 篠町篠杢殿林８－９ サービス JS-0001-8326

スピンヘアー亀岡店 亀岡市 篠町浄法寺中村１１－１　　 サービス ZN-0002-7234

Palette ユタカ店 亀岡市 千代川町小川１－２－６ サービス JS-0004-9047

ヘアープレイス ナルド 亀岡市 千代川町小川１－７－５　小川ビル サービス JS-0000-5200

京都かめおか整体院 亀岡市 大井町並河２－５－１０　京都教育学舎１Ｆ サービス JS-0003-9158

焼肉処 どん 久世郡 久御山町佐山籾池３３－４　KJ ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1732

Seoul Food 久世郡 久御山町佐山籾池３３－４　KJ ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-5455

焼肉 多来多来 久世郡 久御山町森村東２２３－３　 飲食店 KI-0000-0002

焼肉 たけち 久世郡 久御山町野村村東９１－１－２ 飲食店 JS-0003-4779

B － P．C 久世郡 久御山町森川端４－１ ショッピング JS-0002-9368

CARS COMPANY 轟屋 久世郡 久御山町森大内１７５－１ ショッピング JS-0002-3654

アクアショップ ケイ・ジー 久世郡 久御山町田井荒見７１－７ ショッピング JS-0001-1132

アビタスショールーム京都ショールー 久世郡 久御山町田井新荒見１６９－４ ショッピング JS-0005-7047

ウシオ薬局 久御山店 久世郡 久御山町佐山西ノ口９－１ サービス JS-0002-5335

美容室ゆるり 久世郡 久御山町佐山中道２９－４ サービス JS-0001-2085

AVANCERHAIR 久世郡 久御山町佐山籾池３３－４　　 サービス ZN-0002-7398

カーショップ ユニティー 久世郡 久御山町田井新荒見２４１－１ サービス JS-0003-7779

J － WHEELS 久世郡 久御山町野村村東３４０－１ サービス JS-0002-9677

YAKITORI 千鳥 宮津市 新浜１９８７ 飲食店 JS-0004-2162

レストランピア・ジョリー 宮津市 浜町３０１２　宮津シーサイドマートミップル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6595

オーディオ南海 宮津 宮津市 惣４１４－７ ショッピング JS-0000-4018

パイナリーオート 宮津市 須津１３９ サービス JS-0004-5653

みやづスマイル薬局柳縄手店 宮津市 柳縄手３０６ サービス JS-0003-4717

蔵人 京丹後市 大宮町河辺３２３６－１ 飲食店 JS-0003-0208

焼肉酒場 ぎゅう宴 京丹後市 大宮町周枳１６４７ 飲食店 JS-0001-0508

GOZIAMI 京丹後市 大宮町周枳２０７０－１ 飲食店 JS-0003-0573

炭火焼肉もしもしかめ 京丹後市 大宮町善王寺１１５４　 飲食店 KI-0000-0931

あみけん 京丹後市 峰山町杉谷１１３５－７ 飲食店 JS-0003-0575

ギヰル 京丹後市 峰山町杉谷９２４　 飲食店 SL-2000-8132

ブーランジェリー タカタ 京丹後市 峰山町杉谷９２４ ショッピング JS-0002-9905

鮮魚　ぎさ 京丹後市 網野町浜詰６７８－２２　　 ショッピング PK-0000-8249

Totti hair design 京丹後市 大宮町河辺３２９５　SetaVia ビル２Ｆ サービス JS-0003-7136

hair salon aoki 京丹後市 網野町浜詰６７６－５ サービス SL-2000-6468

松栄屋 京丹後市 網野町木津４１５－１　 その他 SL-2000-1876

居酒屋 めいじ 京田辺市 河原御影３０－１７ 飲食店 JS-0004-0033

ももたろう 京田辺市 河原食田１０－６９ 飲食店 JS-0004-7173

Nene 京田辺市 河原食田６　レインボービル２－２１０ 飲食店 JS-0001-5170

レストラン ルスティク 京田辺市 興戸宮の前８０　 飲食店 SL-2000-3315

SONAHRAKITCHEN 京田辺市 興戸和井田５６－１　　 飲食店 ZN-0001-9060

錦わらい松井山手店 京田辺市 山手西１－１１－１　　 飲食店 ZN-0001-9056

肉十八 松井山手店 京田辺市 山手南２－２－３　大崎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6862

Raccolta 京田辺市 大住虚空蔵谷２－１ 飲食店 JS-0000-1642



5 2020/9/17

［京都府（その他の市区町村）］

加盟店名 所在地 ジャンル

ステーキハウス TAKAMI 京田辺市 田辺十曽２　フォレストキタゲン１０３ 飲食店 SL-2000-4591

串カツ Jiro 京田辺市 田辺中央１－３－５　パルウエスト新田辺１Ｆ 飲食店 JS-0003-0794

村さ来 新田辺店 京田辺市 田辺中央１－４－３　新田辺ステーションパーク２Ｆ 飲食店 JS-0003-1287

時代屋 京田辺店 京田辺市 田辺中央１－４－６ 飲食店 JS-0003-0293

レストラン 銀風 京田辺市 同志社山手１－１１－４　ｼｬｰﾒｿﾞﾝまはたぎ同志社山手１Ｆ 飲食店 JS-0001-9519

レストラン銀風 京田辺市 同志社山手１－１１－４　ｼｬｰﾒｿﾞﾝまはたぎ同志社山手１Ｆ 飲食店 JS-0005-7275

有限会社今村芳翠園本舗 京田辺市 河原神谷３　ヤングプラザ１Ｆ ショッピング JS-0005-4411

P．O．ラボ　営業者 3 京田辺市 松井山川１－７　　 ショッピング PK-0000-8597

K － IMPACT 京田辺市 大住東北向１４ ショッピング JS-0003-9892

松利 京田辺市 田辺中央１－１－１２　 ショッピング SL-2000-4449

一方堂 京田辺市 田辺中央２－１－２９　　 ショッピング ZN-0003-1710

京呉服 やましろ屋 京田辺市 河原御影３０－２７　 サービス KI-0000-0932

SOUP HAIR 京田辺市 興戸北鉾立３１－４ サービス JS-0000-7116

Baby’s breath 京田辺市 三山木高飛５２－１　グランディール２２ サービス JS-0000-2409

株式会社 あず動物病院 京田辺市 三山木中央９－２－９　 サービス SL-2000-0485

マーレ 京田辺市 山手西２－１５－１７ サービス JS-0003-6414

エスクール emu 京田辺市 山手西２－２－１　　 サービス ZN-0002-7233

CADENA GRANDE 京田辺市 山手南１－３－２　日東ビル１Ｆ サービス SL-2000-5998

ヘアーエスクール 京田辺市 松井ヶ丘４－３－１９　　 サービス ZN-2000-5771

アルーシェ 京田辺市 草内一ノ坪２７－４ サービス JS-0001-6138

株式会社フレビック 京田辺市 大住大峯１－１ サービス AD-0000-0275

ハピネスクローバー新田辺店 京田辺市 田辺中央１－７－２　ベルバール新田辺２Ｆ　 サービス ZN-0003-0517

むらかみ整骨院 京田辺 京田辺市 田辺中央５－１－１１ サービス JS-0004-6370

エル動物病院 京田辺市 東東神屋８９－１ サービス JS-0003-4283

カラオケルーム JOY 京田辺市 田辺中央１－４－３ エンターテインメント JS-0000-3672

美食人エピキュア ほあんほあん 向日市 鶏冠井町西金村４－６　 飲食店 KI-0000-0934

株式会社 矢尾卯 向日市 向日町北山３　 飲食店 KI-0000-0935

ダイナソージャングル 向日市 寺戸町七ノ坪１２４　モンレーヴ１Ｆ 飲食店 SL-2000-6617

宝や 東向日店 向日市 寺戸町渋川１－３ 飲食店 JS-0001-0743

ゆとり居酒屋 宴－ UTAGE － 向日市 寺戸町渋川３－２４ 飲食店 JS-0003-3151

串いくぞう 向日市 寺戸町渋川３－２７ 飲食店 JS-0005-1000

味どころ  和加菜 向日市 寺戸町初田２１　岡崎ビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-7490

海鮮酒場 モアイ 向日市 寺戸町小佃１９　ライフシティ内 飲食店 JS-0001-8187

焼肉処真 東向日店 向日市 寺戸町小佃１９　東向日駅前センター内 飲食店 JS-0004-1594

雷屋向日町 向日市 寺戸町西田中瀬２－２３　　 飲食店 ZN-0001-9085

麒麟園 向日市 寺戸町東田中瀬５－５４ 飲食店 JS-0000-5235

焼肉酒場 はらぱん 向日市 寺戸町梅ノ木１０－１４ 飲食店 JS-0000-5845

焼き肉の大拙 向日町店 向日市 上植野町上川原８－６　 飲食店 KI-0000-0937

乙訓調剤薬局 向日町店 向日市 寺戸町辰巳１３－２　 ショッピング KI-0000-0936

まあ ’S キッチン 向日市 寺戸町八ノ坪２４－３　　 ショッピング PK-0000-8788

在宅支援薬局 おとくに 向日市 上植野町南開４９－４　 ショッピング KI-0000-0938

有限会社 永井生花 向日市 上植野町南開５２　 ショッピング KI-0000-0939

株式会社グランプリ京都 向日市 上植野町南淀井７－８ ショッピング JS-0005-3142

天然石 STONE PLANET 向日市 物集女町クヅ子５　ハイツグレースメイト１０３ ショッピング JS-0003-0020
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Frangi Pani Hair 向日市 寺戸町修理式２－８６ サービス JS-0003-4815

LuciHairCure 向日市 寺戸町渋川１－１　　 サービス ZN-0003-0515

メイト 向日市 寺戸町渋川１－１－１０３　　 サービス ZN-0002-3079

リクリーン 向日市 寺戸町西田中瀬８－１５　　 サービス PK-0000-7656

美容室 an 向日町本店 向日市 寺戸町東田中瀬１３ サービス JS-0003-0835

Natural．P 東向日店 向日市 寺戸町東田中瀬１７－２　　 サービス ZN-0003-0528

サイクルショップギフト一文橋店 向日市 上植野町下川原１－２１　　 サービス ZN-0002-6481

Corich hair design 向日市 上植野町南開４３－２ サービス JS-0001-8481

LuciHair 向日市 物集女町御所海道１－１２　　 サービス ZN-0003-0527

hair sup 向日市 物集女町坂本１２－４ サービス JS-0003-6923

maraHAIR 向日市 物集女町中海道４１ サービス JS-0002-2163

絆 城陽市 寺田今堀８５－３３ 飲食店 JS-0000-3215

将軍 城陽市 寺田水度坂１５－１６３ 飲食店 JS-0003-2475

レストラン シエル 城陽店 城陽市 寺田袋尻１９　 飲食店 KI-0000-0941

寿司 糸八 城陽市 寺田樋尻６９－４９ 飲食店 JS-0000-0873

彩鶏 城陽市 枇杷庄鹿背田９１－４ 飲食店 JS-0003-0231

和食居酒家 大すけ 城陽市 富野荒見田５４－７ 飲食店 JS-0004-1023

鳥こまち 城陽市 富野南清水６１－６－１０８　　 飲食店 ZN-0001-9093

京都八百忠 城陽市 平川山道１１２　 飲食店 KI-0000-0942

焼肉六角 城陽市 平川大将軍１９－３　　 飲食店 ZN-0001-9088

（株）城陽やひろ 城陽市 寺田水度坂１５－５０１　 ショッピング KI-0000-0940

コルドンブルー 城陽市 寺田北山田２６－７　ラフィーネ城陽１Ｆ ショッピング JS-0001-2256

南京都病院売店 城陽市 中１１ ショッピング JS-0005-3840

オートシステム 城陽店 城陽市 奈島中島７－１ ショッピング JS-0000-0231

フラワーズ山咲 城陽市 枇杷庄鹿背田６５－１ ショッピング JS-0001-0464

LUZIR アル・プラザ城陽店 城陽市 富野荒見田１１２　アル・プラザ城陽１Ｆ ショッピング JS-0005-8145

京都まるなか 宇治店 城陽市 平川室木８５　イズミヤ大久保店２Ｆ ショッピング KI-0000-0943

プラム薬局 城陽市 寺田高田６５ サービス JS-0003-8650

ヘアーメイクチェンバース 城陽市 寺田水度坂５　J ビル１Ｆ サービス JS-0002-8906

IRACA with D elight 城陽市 寺田西ノ口２３－５ サービス SL-2000-3049

クリーンショップおくむら久津川マツヤ店 城陽市 平川山道１－１　マツヤスーパー久津川店内 サービス JS-0004-8052

HAIR MAKE ROOTS 城陽市 平川大将軍８８－３４ サービス JS-0003-7120

KON’SCYCLE 大久保店 1F 城陽市 平川茶屋裏６－１　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-6480

むらかみ整骨院 久津川 城陽市 平川東垣外３－１ サービス JS-0004-6371

想い鍼灸整骨院 城陽市 平川浜道裏１１－１３ サービス JS-0003-8765

フィッツミーアルプラザ城陽店 城陽市 富野荒見田１１２　アルプラザ城陽店２Ｆ その他 JS-0004-6272

pandozo cafe 船井郡 京丹波町質美上野４３　旧質美小学校内 飲食店 SL-2000-2790

ドラッグ三紘堂 船井郡 京丹波町須知色紙田１－１ ショッピング JS-0001-6538

STATION ！！ 相楽郡 笠置町笠置佃４４　 飲食店 SL-2000-6528

カフェ・ライン 相楽郡 精華町光台１－７ 飲食店 JS-0004-0149

restaurant 星陽亭 相楽郡 精華町光台１－７ 飲食店 JS-0004-0150

デザインワークス 相楽郡 精華町桜が丘４－２５－３－１０３ ショッピング JS-0003-6123

ブイテクゴルフ 相楽郡 精華町菱田山ノ下２７－１ ショッピング JS-0001-3334

［HC］BELBE 狛田 電気のいしづ 相楽郡 精華町菱田八講田１６－３４ ショッピング JS-0002-7640
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LIL by BRAIDS 相楽郡 精華町光台４－５６－１３ サービス JS-0004-3872

casisrea 光台店 相楽郡 精華町光台７－１１－１ サービス JS-0005-1882

友整骨院 相楽郡 精華町桜が丘３－２－１　エスペローマ高の原ウエスト１番館 サービス JS-0004-0953

ヴォーグ高の原店 相楽郡 精華町桜が丘３－２５－７　　 サービス ZN-0003-0009

designinghairDeux 相楽郡 精華町祝園西１－９－４６２Ｆ　 サービス ZN-2000-6445

ブレイズ 精華店 相楽郡 精華町精華台３－１２－１１　フォレステージ１０５ サービス JS-0001-1992

KIZUNA ヘアーネイル 精華町店 相楽郡 精華町精華台９－２－４　アピタタウン西館１Ｆ　 サービス ZN-0002-8174

プラスワン アピタ精華台店 相楽郡 精華町精華台９－２－４　アピタタウン東館１Ｆ サービス JS-0005-6711

ヘアーリゾートリペ 相楽郡 精華町北稲八間上坪３７　　 サービス ZN-0003-0514

京料理 いっぷく亭 長岡京市 粟生西条４の１　 飲食店 KI-0000-0944

京・洛西 ぶへい 長岡京市 井ノ内小西４８－１　 飲食店 KI-0000-0946

ステーキ割烹 四季 長岡京市 井ノ内頭本４－８　 飲食店 KI-0000-0984

雷屋長岡店 長岡京市 開田１－３－２　　 飲食店 ZN-0001-9086

炭匠 長岡京 とりんちゅ 長岡京市 開田２－１－４　ヨヘイビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8351

とんぼ 長岡京市 開田２－７－２　 飲食店 KI-0000-0947

天文 長岡京市 開田３－３－１４　 飲食店 KI-0000-0989

酒と飯 菜～ sai ～ 長岡京市 開田３－４－１４　野村ハイツ１０２ 飲食店 JS-0001-5767

洋食屋 AKIRA 長岡京市 開田３－８－１１　藤田興産１Ｆ 飲食店 KI-0000-0948

焼肉 青山 本店 長岡京市 久貝２－１５－６　 飲食店 KI-0000-0993

うお寿 長岡京市 今里２－１７－８ 飲食店 KI-0000-0952

焼肉輝 長岡店 長岡京市 今里北ノ町１８－３ 飲食店 JS-0004-1785

ひさ 長岡京市 柴の里１－１８　 飲食店 KI-0000-0955

あさひ 長岡京市 神足１－３－１９　　 飲食店 ZN-0001-9079

てっぽう 長岡京市 神足１－７－５　　 飲食店 ZN-2000-0264

呑喰空間 にし田 長岡京市 神足２－８－４１　 飲食店 KI-0000-0957

肴と酒に拘る ガジュマル 長岡京市 竹の台１５－１１ 飲食店 JS-0004-9775

焼き肉の大拙 長岡京本店 長岡京市 長岡１－１－１２　 飲食店 KI-0000-0996

花車 長岡京市 長岡１－２－２ 飲食店 JS-0003-6347

ももじろう長岡店 長岡京市 天神１－８－５　　 飲食店 ZN-0001-9071

味楽園 長岡京市 天神５－１５－１　 飲食店 KI-0000-1001

食彩 みろく 長岡京市 東神足１－３－１０　 飲食店 KI-0000-0968

日本料理 竹茂 長岡京市 八条が丘２－６－５　 飲食店 KI-0000-1002

ロビンガーデン 1 長岡京市 粟生北野１０　 ショッピング KI-0000-0945

ロビンガーデン 2 長岡京市 粟生北野１０　 ショッピング KI-2000-0089

トレジャーハンター長岡京店 長岡京市 一文橋１－１２－１　　 ショッピング ZN-2000-6113

ファインテーラー 松本 長岡京市 一里塚２－３３　 ショッピング KI-0000-0985

乙訓調剤薬局 花山店 長岡京市 花山３－１－２　 ショッピング KI-0000-0991

有限会社モードショップ スギノ 長岡京市 開田３－２－３３　 ショッピング KI-0000-0986

タツミ眼鏡 長岡京市 開田３－３－１２　 ショッピング KI-0000-0987

ピーコック 長岡京市店 長岡京市 開田３－３－１２　氷川ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-4156

株式会社 文京堂書店 長岡京市 開田３－３－１４　 ショッピング KI-0000-0988

株式会社 シャレード 長岡京市 開田３－７－１５ ショッピング KI-0000-0990

竹の台調剤薬局 長岡京市 開田４－４－１０　 ショッピング KI-0000-0951

Verry 長岡京市 開田４－８－１　長岡中央第１ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-1792
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乙訓調剤薬局 長岡店 長岡京市 開田４－８－５　若竹ビル１Ｆ ショッピング KI-0000-0950

小川食品工業㈱直売店 長岡京市 開田四－８－１　長岡中央第１ビル１０３ ショッピング KI-0000-0992

乙訓調剤薬局 今里店 長岡京市 今里三ノ坪４－１　コモド長岡京１Ｆ ショッピング KI-0000-0953

肉のしげくに 長岡京市 今里舞塚１２－７　 ショッピング KI-0000-1028

乙訓庵　寿々屋 長岡京市 柴の里１－２２　　 ショッピング PK-0000-8548

グランツ 長岡京市 勝竜寺六ノ坪１１－８ ショッピング JS-0003-4339

乙訓調剤薬局 神足店 長岡京市 神足１－１０－１２ ショッピング KI-0000-0956

小川食品工業株式会社 長岡京市 神足四反田１３　 ショッピング KI-0000-0995

メガネサロン栄光 長岡京市 神足北川原１３ ショッピング KI-0000-0959

ミノル 長岡店 長岡京市 長岡１－１－１０ ショッピング JS-0004-5739

ポッポ長岡店 長岡京市 長岡１－２７－２１ ショッピング JS-0005-5788

仙石石油 長岡京市 長岡１－４３－４　 ショッピング KI-0000-0960

重田ふとん店 長岡京市 長岡２－１－２　 ショッピング KI-0000-0961

ミントハウス 長岡京市 長岡２－２２の２７　グランドール長岡京　１Ｆ ショッピング KI-0000-0964

京都メガネ館 長岡店 長岡京市 長岡２－２－３５　西友長岡店３Ｆ　 ショッピング SL-2000-8841

岩田呉服店 長岡店 長岡京市 長岡２－２－４５　 ショッピング KI-0000-0997

バ・ルール長岡京店 長岡京市 長岡２－２－５２　アネシス田村１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4507

菓子処 喜久春 長岡京市 長岡２－２８－４０　 ショッピング KI-0000-0962

はん工房 万字堂 長岡京市 長岡３－８－１　 ショッピング KI-0000-0966

サイクルショップミキ 長岡京市 天神１ー７ー２１　フォレストビル１Ｆ ショッピング JS-0005-2398

徳島仏壇センター 長岡京市 天神１－２２－７　 ショッピング KI-0000-0999

雑貨屋 ブリリアン 長岡京市 天神１－８－１５　 ショッピング KI-0000-1000

ケーキハウス ニルス 長岡京市 野添１－１６－６　 ショッピング KI-0000-1003

チクロ イプシロン 長岡京市 野添２－１０－１７　１Ｆ　 ショッピング KI-0000-0969

株式会社パナムジカ 長岡京市 友岡４－１４－１０ ショッピング AD-0000-0874

ひじり調剤薬局 長岡京市 友岡４－２１－１３　ルピナス・ヴィータ１－４ ショッピング KI-0000-0971

ヘアーショップ クルー 長岡京市 井ノ内横ケ端６－１６ サービス JS-0003-2973

BEEZ 本店 長岡京市 開田３－１１－３６　１Ｆ サービス JS-0001-4926

ヘアーブランド ユキ 長岡京市 開田３－７－１５　１Ｆ　　 サービス ZN-0003-0010

犬のほいくえん chiffon 長岡京市 開田３－８の２５　トークビル１Ｆ サービス JS-0002-9386

グランシア 長岡京市 開田４－１－４ サービス JS-0002-4798

Salon 仁 長岡京市 開田４－１４－３ サービス JS-0005-6518

スズキ販売 長岡京 長岡京市 今里彦林４－５　 サービス KI-0000-0954

BiO － CARE 長岡京市 神足１－９－１２ サービス JS-0003-8365

有限会社ドライクリーニングやまぐち 長岡京市 神足２－２－１　バンビオ２号館 サービス KI-0000-0994

車検のコバック 171 長岡京店 長岡京市 神足麦生１２　 サービス KI-0000-0958

株式会社杉本モータース 長岡京市 滝ノ町１－１１－１５ サービス KI-2000-0088

エスマイル 長岡京市 竹の台１５－４ サービス JS-0002-4797

hair LIEN 長岡京市 長岡１－１－１２　パネフリ第３ビル２Ｆ－南 サービス SL-2000-4235

SHIRA 長岡京市 長岡２－３－１１ サービス JS-0004-6068

Kaguyahime cheveux sur 長岡京市 長岡２－３－９　Good Mansion １Ｆ サービス KI-0000-0963

SEIYOSHA アゼリア 長岡京市 天神１－１－３７ サービス JS-0003-6974

emma 長岡天神 長岡京市 天神１－１－６　グレイス長岡２Ｆ　 サービス ZN-0003-0526

SEIYOSHA 長岡天神 長岡京市 天神１－１８－５ サービス JS-0003-7132
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ohana 長岡京市 天神１－２－１９　２Ｆ　　 サービス ZN-2000-4164

シャーロンアニバーサリーカウンター天神 長岡京市 天神２－１５－１３　 サービス KI-0000-0967

ながおかスタジオ 友岡店 長岡京市 友岡２－１－１５ サービス JS-0004-0082

スタジオ アイ 長岡店 長岡京市 友岡２－５－９ サービス JS-0003-7731

（有）ヘアーポケット絵馬 長岡京市 友岡３－４－２３　 サービス KI-0000-0970

フィッツミー長岡いづみショップ店 長岡京市 開田４－７－２　いづみショップ２Ｆ その他 JS-0003-9709

お茶の郷 木谷山 綴喜郡 宇治田原町岩山休場８　 飲食店 SL-2000-3555

道の駅 京都新光悦村 南丹市 園部町曽我谷縄手１５－３ ショッピング JS-0005-8852

R CANBEL 南丹市 八木町刑部横畑９－２ ショッピング JS-0005-1552

片山金蔵商店 南丹市 八木町八木大橋西詰め　 ショッピング SL-2000-3448

Palette 園部店 南丹市 園部町上木崎町宮の口１－１ サービス JS-0004-9049

るり渓温泉 山桜桃庵 南丹市 園部町大河内広谷１－１４　　 その他 ZN-0001-9065

るり渓温泉 スーベニア 南丹市 園部町大河内広谷１－１４　　 その他 ZN-0001-9066

るり渓温泉 GRAX 南丹市 園部町大河内広谷１－２０　　 その他 ZN-0002-5389

レストラン 男山 八幡市 戸津中代４１－１ 飲食店 JS-0003-2137

さくら亭 八幡市 西山和気１３－３　ひかりビル１０１ 飲食店 JS-0005-1461

KOREAN KITCHEN むすび屋 八幡市 男山松里１２－１１　マンション立花１０７ 飲食店 JS-0001-0139

キッチンエルチョロ 八幡市 男山松里１３－１５　　 飲食店 ZN-0001-9084

料理飲食 舞 八幡市 男山泉１５－１　ヒルサイドビレッジ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1531

のらや八幡店 八幡市 八幡一ノ坪２３－１　イズミヤＳＣ内 飲食店 JS-0005-9927

まはぜ 八幡市 八幡柿木垣内１－２９ 飲食店 JS-0003-2171

京都吉兆 松花堂店 八幡市 八幡女郎花４３　 飲食店 KI-0000-0977

Brilliant 京都 八幡市 欽明台西２４－１４ ショッピング JS-0005-7424

シャノワール 松井山手店 八幡市 欽明台北２の２ ショッピング JS-0004-5615

株式会社 京都まるなか 八幡市 御馬所１１　 ショッピング KI-0000-0972

ポピー 八幡市 男山泉１８－１３　林第一ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-0478

トラットリアラフォンテ 八幡市 男山泉１８－１３　林第一ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-2392

totoflorist 八幡市 男山長沢２４－６ ショッピング JS-0002-3193

玄米屋ウエトミ 八幡市 八幡柿木垣内１－１４　 ショッピング KI-0000-0973

亀屋芳邦 八幡市 八幡岸本２７　 ショッピング KI-0000-0974

トレジャーハンター八幡店 八幡市 八幡吉原３４－１　　 ショッピング ZN-2000-6115

GOLF LAB 八幡店 八幡市 八幡源氏垣外６５ ショッピング JS-0001-4254

八幡ゴルフ 八幡市 八幡源氏垣外６５ ショッピング JS-0002-4940

じばん宗 八幡市 八幡今田５　 ショッピング KI-0000-0975

シューズショップこやま 八幡市 八幡三本橋６０－３３　 ショッピング KI-0000-0976

内藤精肉店 八幡市 八幡松原４　 ショッピング KI-0000-0978

なかい洋品店 八幡市 八幡城ノ内３　 ショッピング KI-0000-0979

有限会社ブティックサノ 八幡市 八幡神原３６　 ショッピング KI-0000-0980

PC システムサービス 八幡市 八幡武蔵芝１０－１１　 ショッピング KI-0000-0981

菓匠庵はちまん京都美濃山店 八幡市 美濃山御幸１－３　 ショッピング KI-0000-0982

Cappiccino amico 八幡市 欽明台中央１－３　 サービス SL-2001-1097

GRACIA 八幡市 欽明台中央２０　１４ サービス JS-0001-2083

Patio 八幡市 欽明台中央２－２　Ａ１０４ サービス SL-2001-1225

オートファクトリー ティーズガレージ 八幡市 上奈良宮ノ西１－２ サービス JS-0005-9906
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ドッグナチュール デザインエム 八幡市 男山長沢４－１３　長沢ハイツ１０１ サービス JS-0001-6959

闇市倶楽部 西舞鶴店 舞鶴市 引土２６０－３　西舞鶴駅前第一ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0897

ZERO ONE 舞鶴市 引土２６０－３　西舞鶴駅前第一ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-1268

京舞鶴 池屋 舞鶴市 引土２９８－３ 飲食店 JS-0002-1387

焼肉林延西舞鶴店 舞鶴市 円満寺１４７－１　　 飲食店 ZN-0001-9059

美人韓 西舞鶴店 舞鶴市 円満寺１５４－１　GEO ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6782

モルトボーノ アンナ 舞鶴市 公文名３５－８ 飲食店 JS-0003-9555

モルト・ヴォーノ・ニーナ 舞鶴市 鹿原１－５ 飲食店 JS-0003-9573

ベビーフェイスプラネッツ 舞鶴店 舞鶴市 西１－１ 飲食店 JS-0003-4095

舞しゃぶ 舞鶴市 倉梯町２７－３ 飲食店 JS-0000-7447

天照 舞鶴市 竹屋７５ 飲食店 JS-0004-3790

かわずの昼寝 舞鶴市 田中町１９－２ 飲食店 JS-0005-7828

ARIYOSHI 舞鶴市 桃山町４－２　ウィズビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4217

舞鶴酒場 情熱ホルモン 舞鶴市 浜１１１４ 飲食店 JS-0005-0225

鳥ふじ 舞鶴市 浜１５１　　 飲食店 ZN-0001-9099

きらくや 舞鶴市 浜１５４８－１３　TM ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9098

旬彩酒場 しゅう 舞鶴市 浜１７－６ 飲食店 JS-0001-7740

がちま家 舞鶴市 浜１８２－３ 飲食店 JS-0002-9228

焼肉まつやま 舞鶴市 浜３０５　　 飲食店 ZN-0001-9095

NICK BEER 舞鶴市 浜６２０ 飲食店 JS-0003-9556

ドラウマ 舞鶴市 浜６２４ 飲食店 JS-0005-7615

焼肉丸善東舞鶴店 舞鶴市 浜７４２－１　　 飲食店 ZN-2000-4573

進肴 舞鶴市 浜７７３ 飲食店 JS-0003-1798

マウンテンバーアンドキッチン 舞鶴市 堀上３３　 飲食店 SL-2001-0472

メガネの和諧堂 舞鶴市 円満寺１５５ ショッピング SL-2001-0527

紅かね 舞鶴市 行永東町１７－１ ショッピング JS-0005-4323

舞鶴赤十字病院売店 舞鶴市 倉谷４２７ ショッピング JS-0005-4160

バイシクル タナカ 舞鶴市 倉梯町１１－９ ショッピング JS-0003-1836

Holo Pono 舞鶴市 浜２００５　オリゾンビル１Ｆ ショッピング JS-0003-6397

神谷印判店 舞鶴市 浜２１７　 ショッピング JS-0003-2172

R．A．C twingate 舞鶴市 伊佐津１２８　上杉教育機器ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0512

クリーニングポケット 工場前店 舞鶴市 引土１１２ サービス JS-0004-4671

familysalonGARDEN 舞鶴市 円満寺１３２　　 サービス ZN-0002-7232

Dream 舞鶴市 下福井５１ サービス JS-0000-9548

カープレミアム 舞鶴市 京田３３６－１ サービス JS-0003-4812

Liv 舞鶴市 京田４８　　 サービス ZN-2000-3724

舞鶴自動車整備株式会社 舞鶴市 小倉４３３ サービス JS-0002-9211

琉音 舞鶴市 上安１９９－５　　 サービス ZN-2000-1410

Briller 舞鶴市 森町１９－１　パルフレア１Ｆ　　 サービス ZN-0002-3000

WAN ！チャンス 舞鶴市 森本町１７－５ サービス JS-0003-8472

As’ Design 舞鶴市 森本町３２－３ サービス JS-0001-7439

てもみ 舞鶴店 舞鶴市 倉谷１０９１ サービス JS-0003-9217

クリーニングポケット 倉谷店 舞鶴市 倉谷１５６４－１ サービス JS-0004-4672

Hair House Cocolo 舞鶴市 倉谷１９００－３ サービス JS-0003-2021
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山元ガレージ 舞鶴市 倉谷１９２７－１ サービス JS-0001-9623

Lian 舞鶴市 倉梯町２５－５ サービス JS-0001-1671

GiMMiCK HAiR 舞鶴市 倉梯町２６－１ サービス JS-0000-4934

アッシュドゥヘア 舞鶴市 田中町１９－９ サービス JS-0003-1870

Lugalo 舞鶴市 桃山町４－２　ウイズビル１Ｆ サービス JS-0003-2959

FLOWERS 舞鶴市 浜２００５　オリゾンビル２Ｆ サービス JS-0005-6827

髪結処しき 舞鶴市 浜４２２－３ サービス JS-0002-9182

カー・フレンド 舞鶴市 福来１９３ サービス JS-0002-0920

岡田モータース 舞鶴市 北吸７４７　　 サービス PK-0000-8161

にしかわ鍼灸整骨院 舞鶴市 余部上２９２ サービス SL-2000-5098

銭形寿司 舞鶴市 引土１２９１ その他 SL-2000-4296

ピザ・リトルパーティー東舞鶴店 舞鶴市 浜１７４－１　 その他 SL-2001-1279

地下酒場 福知山市 駅前町１０　AOKI ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2229

極上焼肉 善匠 福知山市 駅南町３－１４７ 飲食店 JS-0004-8619

レストランあじくら 福知山市 厚中町１２１　 飲食店 SL-2000-0197

焼肉冷麺ユッチャン。 福知山市 広峯町１１　　 飲食店 ZN-2000-6713

鳥屋平兵衛商店 福知山市 篠尾３－７ 飲食店 JS-0002-3641

和食 Bar みぞはた 福知山市 篠尾新町２－６８－３　　 飲食店 ZN-0001-9092

大衆魚市場 魚屋平兵衛商店 福知山市 篠尾新町３－１２４ 飲食店 JS-0004-2486

とり蔵 別館 福知山市 西本町１２６－１ 飲食店 JS-0002-7152

青葉 福知山市 中ノ４２－１ 飲食店 JS-0001-0552

肉料理ぷち 福知山市 土師８１　土師コーポラス１０２ 飲食店 JS-0001-2774

Paseri ＇ s kitchen HanaMaru 福知山市 東本町１２０　 飲食店 SL-2000-4058

焼肉レストラン 三樹 福知山市 堀２３６７－１ 飲食店 JS-0001-7911

とり蔵 福知山市 末広町１－２９ 飲食店 JS-0001-6970

Rush 福知山店 福知山市 末広町２－２０　　 飲食店 ZN-2000-3800

俺ん家 福知山市 末広町４－３１－５　山田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5748

ブティック キュア 福知山市 駅前町１　古川屋ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-6380

ブランドール 福知山市 厚中町１－１　コーポ泰正２－１Ｆ ショッピング JS-0002-2956

HEADFOOT mixism 福知山市 篠尾１１５－７　フレスポ福知山Ｂ２０３ ショッピング JS-0002-4553

HEADFOOT 福知山市 篠尾１１５－７　フレスポ福知山Ｂ２０３ ショッピング JS-0002-4863

石坪 福知山店 福知山市 篠尾新町２－８８ ショッピング JS-0000-1326

アトリエ アッシュ 福知山市 前田１６１６－１７　 ショッピング SL-2000-8949

丹波鶴屋 福知山市 中ノ２１ ショッピング ZN-0002-5635

足立音衛門本店 福知山市 内記４４－１８　　 ショッピング ZN-0002-4803

サンワールド福知山店 福知山市 堀三白２４９１－３ ショッピング JS-0000-4020

salao de beleza tota 福知山市 荒河東町２０４－１ サービス JS-0004-8126

藤原モータース 福知山市 荒河東町５－２ サービス JS-0004-9908

ビオネスト 福知山市 篠尾新町３－９７－１　コーポ篠尾１Ｆ　 サービス ZN-0003-0014

HAIR’Slofty 福知山市 東羽合１２３９－３ サービス JS-0001-2104

HAIR ATELIER COCO 福知山市 和久市町２８６ サービス JS-0004-4224

ピザ・リトルパーティー福知山店 福知山市 駅前町３３０　 その他 SL-2001-1135

ビストロ・ヨシムラ 木津川市 相楽新堂前５－２　　 飲食店 ZN-0001-9069

福寿園 CHA 遊学パーク 木津川市 相楽台３－１－３ 飲食店 JS-0002-5569
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魚料理ととや 木津川市 吐師小林５－４　　 飲食店 ZN-0001-9068

秀丸 木津川市 梅美台１－６－３　ｸﾞﾗﾝﾌｧﾐｰﾕ C ﾙﾐｴｰﾙ１０１ 飲食店 JS-0002-9942

厨 なかむら 木津川市 梅美台１－６－７　ｸﾞﾗﾝﾌｧﾐｰﾕ A ﾌﾙｰﾙ１０５ 飲食店 JS-0001-5101

ichi standard 木津川市 木津大次４４－１ 飲食店 JS-0003-3457

旅猫食堂 木津川市 木津池田２－５　２Ｆ　 飲食店 SL-2000-2907

リストランテ ナカモト 木津川市 木津南垣外１２２－１　 飲食店 SL-2000-9416

リサイクルブティック ウーボ 木津川市 兜台７－１－５ ショッピング JS-0000-1996

PS．kizu 木津川市 州見台１－３－５　コンフォール州見台３番館１０１ ショッピング JS-0003-1149

すずらん薬局 木津川市 相楽高下４２－９ ショッピング JS-0001-0735

京一屋アルプラザ木津店 木津川市 相楽城西１５　アルプラザ木津２Ｆ ショッピング SL-2000-8213

京一屋 木津川市 木津駅前１－１２　 ショッピング SL-2000-8212

京都山城総合医療センター病院売店 木津川市 木津駅前１－２７ ショッピング JS-0005-4518

とみやま米穀店 木津川市 木津町西垣外３１ ショッピング SL-2000-7157

美加ノ原鈑金塗装 木津川市 加茂町井平尾北置堤８－１ サービス JS-0005-8300

髪結床貴彩 木津川市 兜台３－２－８　　 サービス ZN-0003-0524

Y’s TAKANOHARA 木津川市 兜台３－９－１ サービス JS-0005-5196

スバルショップ 山城 木津川市 山城町椿井伊賀落５０－２ サービス JS-0003-0711

Ani － ele 木津川市 州見台３－１７－７ サービス JS-0004-6243

バニラプラスパワーズ 木津川市 州見台７－１－５　　 サービス ZN-0003-0525

ヘアーステーション A：〔C〕 木津川市 相楽台２－１８－１０　２Ｆ　　 サービス ZN-0003-0518

ヘアーステーション Be － Pash 木津川市 相楽台２－１８－１０　H･S･G １Ｆ　 サービス ZN-0003-0519

ヘアーステーションヴェルデ 木津川市 梅美台１－６－７　ｸﾞﾗﾝﾌｧﾐｰﾕ A ﾌﾙｰﾙ１０３　 サービス ZN-2000-2322

BATO 木津川市 梅美台４－１４－１５ サービス SL-2000-0554

Vent － cloudDress 木津川市 木津宮ノ内７０－４　　 サービス ZN-0003-0529

Cafe adriano 与謝郡 与謝野町岩滝２０４２－２ 飲食店 JS-0004-2627

FD オート 与謝郡 与謝野町幾地１３３１－２　 ショッピング SL-2000-4096

登喜蔵 与謝郡 与謝野町後野１１４７－２ ショッピング JS-0005-2099

パン工房　PAPA’S 与謝郡 与謝野町三河内７２８　　 ショッピング PK-0000-8432

デビュー 与謝郡 与謝野町四辻６０５－１２ サービス JS-0003-2427

ほりお 与謝郡 与謝野町石川５４３４－１ その他 SL-2000-1187


