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プロキリティいなべ店 いなべ市 北勢町阿下喜１９５－３　　 飲食店 PK-0000-1731

焼肉マルイ いなべ市 北勢町阿下喜２２６－２ 飲食店 JS-0005-9062

EL SHADAY 北勢店 いなべ市 北勢町阿下喜１９１５ ショッピング JS-0000-2424

モンティレヴィ いなべ市 大安町石榑東１８５３－１０　　 サービス ZN-0003-0771

HAIRPRODUCED．C．T いなべ市 大安町大井田１３４７－６　　 サービス ZN-0002-7321

美容室ティアラ いなべ市 北勢町麻生田３６１５ サービス JS-0001-2497

味神館 伊賀上野店 伊賀市 小田町２３６－１ 飲食店 JS-0005-5550

居食屋五右衛門 伊賀市 上野丸之内５００　ハイトピア伊賀２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0516

Cornicione 伊賀市 上野東町２９３４－１１ 飲食店 JS-0001-7927

阿山茶屋 伊賀市 川合１８１－５　 飲食店 SL-2000-0475

焼肉　さくら家 伊賀市 服部町１９４８－１　　 飲食店 PK-0000-6647

肉蔵 伊賀市 服部町３７２－１ 飲食店 JS-0001-5496

上野フレックスホテル〔ブライダル〕 伊賀市 平野中川原５４４－２　　 飲食店 ZN-2000-6045

忠央窯 伊賀市 丸柱５６７ ショッピング JS-0003-0991

N．R．S 伊賀市 上野茅町２６７４－２ ショッピング JS-0001-5692

フラワーブティックこさか 伊賀市 上野魚町２８８８－６　　 ショッピング ZN-0002-5595

森下ふとん店 伊賀市 上野忍町２５９２　 ショッピング SL-2000-9140

西川サイクル 伊賀市 上野農人町４７８ ショッピング JS-0003-0992

中谷尚美堂上野店 伊賀市 西明寺６２３－１０ ショッピング JS-0000-6092

伊賀ドライブイン お土産コーナー 伊賀市 柘植町５７０４－１ ショッピング JS-0000-0181

精肉のもりなが 伊賀市 白樫５８３５　 ショッピング SL-2000-4773

マルジュ 写真館 伊賀市 守田町１１１－２ サービス JS-0000-1647

マルジュ 上野インター店 伊賀市 守田町１１１－２ サービス JS-0000-1679

ひろ整体院 伊賀市 上野恵美須町１６１６　　 サービス PK-0000-0565

Pele ＋ Bro． 伊賀市 上野東町２９６４ サービス JS-0003-1306

Takeuchi barber 伊賀市 馬場１０７９　 サービス SL-2000-6875

EASELHAIRDESIGN 伊賀市 服部町２－６７－３　　 サービス ZN-0002-7470

アクール美容室 伊賀市 平野東町１１０ サービス JS-0000-1044

さくらペットクリニック 伊賀市 平野東町１４－１ サービス JS-0001-4934

趣味のお好み焼き ぼて福 伊賀市 小田町７４５－３８　 その他 SL-2000-0784

藤岡組紐店 伊賀市 上野農人町４２２　 その他 SL-2000-1447

矢形屋 伊勢市 一志町２－２５ 飲食店 JS-0005-1924

知歩里 伊勢市 一之木２－１１－９ 飲食店 JS-0002-2794

町家バル 伊勢市 河崎２－１７－２３ 飲食店 JS-0004-5051

柚 Cucina Naturale 伊勢市 河崎２－６－６　 飲食店 SL-2000-8030

割烹 大喜 伊勢市 岩渕２－１－４８　 飲食店 SL-2000-1042

AMAMILIVING 伊勢市 宮後１－７－３７ 飲食店 JS-0003-1318

満船屋別邸　満船屋 HANARE - はなれ - 伊勢市 宮後１－７－３９　サウスアイランドビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1663

満船屋 伊勢市 宮後１－７－４０　かどやビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1757

炭火焼肉友丸 伊勢市 宮後２－２－１１ 飲食店 JS-0002-4145
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松阪牛肉処力也 伊勢市 黒瀬町８６９－２ 飲食店 JS-0004-8327

焼きとりひじり 伊勢市 小俣町元町１８４－５ 飲食店 JS-0002-8122

くいしん坊さかえ 伊勢市 小俣町元町４１２－２　　 飲食店 PK-0000-6731

旨家どんぐり 伊勢市 小俣町明野５６７－２　　 飲食店 PK-0000-1060

お食事処きくよし 伊勢市 神久２－２－２９　 飲食店 SL-2001-0650

豚専食堂みかづき 伊勢市 神久３－５－５５　ホテルキャッスルイン伊勢１Ｆ 飲食店 JS-0004-6704

日本料理 花菖蒲 伊勢市 曽祢１－７－２　 飲食店 SL-2000-1828

ドッグスガーデン ペスカ 伊勢市 村松町１３６８－１６　 飲食店 SL-2000-5504

御福餅本家 伊勢市 二見町茶屋１９７－２ 飲食店 JS-0005-8227

伊勢神泉参道 TERRACE カフェ 伊勢市 本町１－１　　 飲食店 ZN-0002-0442

伊勢角屋麦酒 外宮前店 伊勢市 本町１３－６　 飲食店 SL-2000-3280

料理居酒屋いっしん 伊勢市 本町１８－２６　稲葉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4489

伊勢網元食堂 伊勢市 本町１８－２７　　 飲食店 ZN-0002-0439

パティスリー・ラ・リシュテール 伊勢市 旭町７５－２　エムズビル１Ｆ ショッピング SL-2000-4010

atelieryou － me 伊勢市 一之木１－１－１９ ショッピング JS-0001-9364

イスズ洋行 イクシーズ 伊勢市 一之木２－２－２０　 ショッピング SL-2000-3091

（株）長尾本店 伊勢市 一之木２－４－１１ ショッピング SL-2000-1476

天埜真珠おはらい町店 伊勢市 宇治今在家町４５　 ショッピング SL-2001-0949

布遊舎 伊勢店 伊勢市 宇治今在家町５８　伊勢岩戸屋本店内 ショッピング JS-0004-4726

スヌーピー茶屋（物販） 伊勢店 伊勢市 宇治今在家町６４ ショッピング JS-0004-4724

スヌーピー茶屋（物販） 伊勢店 2 伊勢市 宇治今在家町６４ ショッピング JS-0004-4725

スヌーピー茶屋 伊勢店 伊勢市 宇治今在家町６４　スヌーピー茶屋カフェエリア ショッピング JS-0004-4723

寺子屋本舗 伊勢店 伊勢市 宇治今在家町６４　百鱗房内－Ａ ショッピング JS-0004-8177

遊膳 伊勢店 伊勢市 宇治今在家町６４　百鱗房内－Ｂ ショッピング JS-0004-8178

天埜真珠伊勢店 伊勢市 宇治中之切町７　 ショッピング SL-2001-0649

Blanc 伊勢市 浦口２－１６－２１ ショッピング JS-0002-1851

shabbychic 伊勢店 伊勢市 河崎２－１９－３５ ショッピング JS-0002-7495

WAC WORKS 伊勢市 河崎２－６－８ ショッピング JS-0003-3974

BRUGGE 伊勢市 岩渕２－５－３７　グランママビル１Ｆ ショッピング JS-0003-0683

エバーラケット伊勢店 伊勢市 宮後２－１－１６　　 ショッピング ZN-0002-2789

ディスカウントショップタイキ 伊勢市 宮後２－１８－１２ ショッピング JS-0002-2882

有限会社もも屋 伊勢市 古市町１８３－３　 ショッピング SL-2000-4750

西洋創作菓子工房　flan2 伊勢市 御薗町王中島７７１－２　　 ショッピング PK-0000-8467

［HC］ステップ 21 ニシザト 伊勢市 小俣町元町９８８ ショッピング JS-0001-8851

ギャルソントラスト 伊勢市 小俣町湯田１７３－１　 ショッピング SL-2001-0652

みよしや 伊勢市 小俣町本町１６４　　 ショッピング PK-0000-8233

大八よろず商品店 伊勢市 小俣町本町１８０　　 ショッピング PK-0000-6269

アリアンヌ・フォーマル伊勢ララパーク店 伊勢市 小木町曽祢５３８　イオンタウン伊勢ララパーク２Ｆ　 ショッピング ZN-2000-6965

快眠屋おの 伊勢市 西豊浜町４９５１－３ ショッピング JS-0002-0098

テクビイト 伊勢市 村松町１３６４－２１ ショッピング JS-0003-1175

SUNSPIRIT 伊勢市 大世古２－１－１７　 ショッピング SL-2001-0140

西洋料理 ぼうがいっぽん 伊勢市 中之町２０－１４３　 ショッピング SL-2000-4258

Fourlique 伊勢市 楠部町１４８－１０ ショッピング JS-0000-7513

和見 伊勢市 二見町江５８０　二見プラザ内 ショッピング JS-0002-6607
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伊勢メガネ 伊勢市 八日市場町４－１３　 ショッピング SL-2000-9361

伊勢百貨店五豊美 伊勢市 本町１－１　　 ショッピング ZN-0002-2564

伊勢神泉参道 TERRACE コウボウ 伊勢市 本町１－１　　 ショッピング ZN-0002-6064

［HC］有限会社ステップ 21ISE 伊勢市 本町１２－６ ショッピング JS-0001-9292

オリエンタル洋品店 Uroco 伊勢市 本町１３－４　菊花ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-3656

ブティック 1 ／ 4 伊勢市 本町１８－２２　 １/ ４ビル１Ｆ ショッピング AD-0000-0903

Aulii 伊勢市 一之木４－１５－３５ サービス JS-0000-4376

HAIR BY MONKEY 伊勢市 一之木４－８４９－１ サービス JS-0000-4530

夢小町 伊勢店 伊勢市 宇治今在家町１１ サービス JS-0002-1968

COTORAHairDesign 伊勢市 宮後１－９－３０　　 サービス ZN-2000-5757

以彩 伊勢市 宮後３－９－１３ サービス JS-0000-6411

empreinte 伊勢市 御薗町長屋２０２６ サービス JS-0000-4545

ガレージ F 伊勢市 黒瀬町８５－３ サービス JS-0002-4784

hair design Lilou 伊勢市 小俣町元町１８８－６　　 サービス ZN-0002-7471

リラクゼ－ション時楽 伊勢市 小俣町元町４１６　　 サービス PK-0000-1959

きれいを楽しむ美容室 B．B．Q 伊勢市 小俣町元町６０５－３ サービス JS-0001-4391

フルリール 伊勢市 小俣町湯田２０１ サービス JS-0004-7006

トリミングサロンこてまる 伊勢市 小木町６５－１ サービス JS-0004-5492

Verde hair design 伊勢市 神久４－４－１２ サービス JS-0001-0944

Veccica 伊勢市 勢田町４６２－１ サービス JS-0001-5986

磨屋 伊勢市 村松町１３７５－２４ サービス JS-0004-8275

Sea hair salon 伊勢市 大世古４－７－５　第２シャトーナツヤマ１０１ サービス JS-0001-0322

カラオケナンバーナイン伊勢店 伊勢市 御薗町長屋２１６１－１　わいわい広場１Ｆ　 エンターテインメント ZN-0002-0414

眠り屋ヒラマツ 伊勢市 宮町１－９－１９ その他 SL-2000-1994

［HC］でんきはうすベル本店 員弁郡 東員町穴太２０８９－１ ショッピング JS-0001-8233

M’s オ－トサ－ビス東員店 員弁郡 東員町笹尾東３－４－２　　 サービス PK-0000-4754

atree 員弁郡 東員町山田２９１７－１ サービス JS-0000-8071

おしゃれ泥棒 K － 2 員弁郡 東員町鳥取１４５－１ サービス JS-0002-0933

トラットリアイルテルノ 亀山市 アイリス町１３－１０５　 飲食店 SL-2000-0238

喫茶レストハウス山石 亀山市 関町中町５２１　　 飲食店 PK-0000-1452

味神館関店 亀山市 関町木崎１７９３－６ 飲食店 JS-0002-9122

焼肉じゅうじゅう百 亀山市 東御幸町５９　　 飲食店 ZN-2000-2323

焼肉 長治郎 亀山市 野村３－１７－２３ 飲食店 JS-0005-7350

前田屋製菓 亀山市 関町中町４０７ ショッピング SL-2000-4168

しんばし 熊野市 井戸町３８６－３ 飲食店 JS-0005-0984

向井ふとん店 熊野市 木本町６８４ ショッピング JS-0003-0763

岡田精肉店 熊野市 有馬町３８７－４ ショッピング JS-0005-4238

igloo 桑名市 京町２８－２　 飲食店 SL-2000-1107

京町 柿安 桑名市 京町３６ 飲食店 JS-0003-4364

DRAGON KITCHEN 桑名市 桑名４７６－３６ 飲食店 JS-0005-2010

大衆酒場 あかし屋 桑名市 寿町１－２１－２２ 飲食店 JS-0005-0182

焼肉二代目成香園 桑名市 寿町２－１４ 飲食店 JS-0000-5332

炭火焼肉胡椒亭 桑名市 松ノ木３－７－１　クオレ大山田ガーデン内 飲食店 JS-0003-6905

えびす亭 桑名市 星見ヶ丘８－１０１ 飲食店 JS-0000-1919
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ぶたの道 桑名市 大字福島字矢田町９５５－２ 飲食店 AD-0001-0028

味の里 小川 桑名市 中央町１－８２－１ 飲食店 JS-0000-0497

鐡屋＋ Cafe 桑名市 長島町押付１２０　　 飲食店 PK-0000-6495

一夢庵 桑名市 内堀５７ 飲食店 JS-0000-9985

蛤一択 桑名市 末広町５８　タクトビル１Ａ 飲食店 JS-0001-5302

とりの籠 桑名市 末広町５８　タクトビル１Ａ　　 飲食店 ZN-0002-0428

たけの古家 桑名市 有楽町３２ 飲食店 JS-0001-1389

魚のてっぺん 桑名市 有楽町３９　　 飲食店 ZN-0001-4177

うさぎ舎 桑名市 有楽町４４　銀座通り 飲食店 JS-0005-8910

創作鮨ダイニング ICHIZUSHI 桑名市 立田町５００－８５ 飲食店 JS-0005-0650

ITM 自動車 桑名市 下深谷部６２－１　　 ショッピング ZN-2000-4122

モードショップワタナベ 桑名市 桑栄町１－１　サンファーレ南館１Ｆ　 ショッピング SL-2000-5176

Abel 桑名市 桑栄町１－２　サンファーレ北館２Ｆ ショッピング JS-0000-1926

おはなちゃん 桑名市 桑栄町１－２　サンファーレ北館２Ｆ　 ショッピング SL-2000-5255

たかはし調剤薬局 桑名市 江場９１８－１４ ショッピング JS-0004-7584

花清 本店 桑名市 三ツ矢橋３５－２　 ショッピング SL-2000-3025

桑名スポーツ 桑名市 寿町３－６０　 ショッピング SL-2000-9642

はんこ村桑名星川店 桑名市 星川８５３－３ ショッピング JS-0004-4863

BOIBOMKUWANA 桑名市 西汰上４５６－１ ショッピング JS-0002-6720

やればできる アピタ桑名教室 桑名市 中央町３－２１　アピタ桑名店２Ｆ ショッピング JS-0005-9319

atelier NOUVEAU 桑名市 東方３２７－２　 ショッピング SL-2000-0438

鳥文 桑名市 筒尾８－７－２７ ショッピング JS-0005-8784

オオスミフルーツ 桑名市 南魚町９１ ショッピング SL-2000-2786

オーガニックくわな 桑名市 馬道１－６０ ショッピング JS-0005-7381

御菓子司　保々屋　寺町店 桑名市 北寺町５８　　 ショッピング PK-0000-8307

ヤマハウイング北勢堂 桑名市 末広町２２ ショッピング JS-0003-5186

貝新桑名店 桑名市 有楽町４１ ショッピング JS-0005-5096

ルーチェ・プアラニ 桑名市 額田１６４０－１１　　 サービス ZN-0003-0104

ジェムウォッチ桑名駅前店 桑名市 桑栄町２　桑栄ビル１F サービス JS-0005-9300

andiamoROCCO 桑名市 城山台１－１　　 サービス ZN-0002-7461

salondoux MORE 桑名市 新西方２－１７　２Ｆ サービス JS-0004-3131

ペットセンセーション星見ヶ丘本店 桑名市 星見ヶ丘９－８１２　 サービス SL-2000-8204

センセーション犬ひろば 桑名市 多度町御衣野４１００　アグリパーク多度内 サービス SL-2000-8205

M．T．Grand 桑名店 桑名市 大仲新田５－１２ サービス JS-0001-1603

iamhair ＆ relax 桑名市 大仲新田５４０－１　シティーマンションエース１Ｆ サービス JS-0002-8740

Hairdesign ＆ careVijoy 桑名市 大仲新田５４３－２　２Ｆ サービス JS-0002-2445

inward・village 桑名市 大福２４８－３ サービス JS-0005-8487

green 桑名市 中央町１－６５－１　プラザ桑名１０１ サービス JS-0001-0061

hair room snow 桑名市 伝馬町２５－１ サービス JS-0003-5851

ViVi 桑名店 桑名市 八間通７　レジデンス伊藤 サービス JS-0002-3471

Brace Beaute ＋ 桑名市 末広町２２　ヤマハウィング北勢堂ビル５Ｆ サービス SL-2000-0675

COCO 桑名店 桑名市 有楽町２５　第二アヅマヤビル３Ｃ サービス JS-0004-0404

フラウヘン 三重郡 菰野町杉谷２３２８－２９８ 飲食店 JS-0004-3591

グルーミング マイスター フラウヘン 三重郡 菰野町杉谷２３２８－２９８ 飲食店 JS-0004-3675
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鳥鳥屋 菰野店 三重郡 菰野町福村６４－５ 飲食店 JS-0005-7583

ランプラッツ ヘルヘン 三重郡 菰野町杉谷２３２９－１５２ ショッピング JS-0004-3676

グリーンテラスはなようび 三重郡 菰野町福村４５－１ ショッピング JS-0003-8407

タイヤセンタ－松田 三重郡 川越町当新田４７３－１　　 ショッピング PK-0000-8628

トラックショップ Pickup 三重郡 川越町南福崎８６５－１ ショッピング JS-0001-4600

トラックショップ Pick up 三重郡 川越町南福崎８６５－１ ショッピング JS-0005-8863

ELYT’SPORT 三重郡 菰野町小島２４６３－６ サービス JS-0002-2990

Les Fees 三重郡 朝日町向陽台２－１６－３　　 サービス ZN-0002-7319

BOZO 四日市市 安島１－１－４０ 飲食店 JS-0001-2143

三代目 鉄魂 四日市市 安島１－２－１０ 飲食店 JS-0004-4039

la luce 四日市市 羽津中２－５－１８ 飲食店 JS-0001-0527

Cafe．W 四日市市 羽津町１６－２１ 飲食店 JS-0005-1203

神戸亭 四日市市 鵜の森１－１１－１０ 飲食店 JS-0000-1862

いろり朱守 四日市市 鵜の森１－１２－１３　１Ｆ 飲食店 JS-0004-9155

串揚げ酒場 ゑにし 四日市市 鵜の森１－３－１４　白木ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8401

割烹 日向 四日市市 鵜の森２－１１－３　シュロス鵜の森１Ｆ 飲食店 JS-0004-3785

食事処 時代屋 四日市市 久保田１－３－８ 飲食店 JS-0002-9189

和食　たか 1 四日市市 九の城町９－１７　貴鵬コ－ポラス　 飲食店 PK-0000-6275

うなぎ安田屋 四日市市 桜町１５３－１　　 飲食店 PK-0000-6472

八城寿司 笹川店 四日市市 笹川１－８５ 飲食店 JS-0005-1672

PETISCARIA GUARUJA 四日市市 笹川５－６５－３５ 飲食店 JS-0002-7934

しゃぶしゃぶおかわりくん四日市店 四日市市 城西町１－１ 飲食店 JS-0002-7262

ゆるり屋次郎 四日市市 諏訪栄町１０－１０ 飲食店 JS-0004-5244

海人 四日市市 諏訪栄町１０－１３　共栄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0454

ASANTESANA 四日市市 諏訪栄町１０－１３　共栄ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4272

DORAGONSHOKUDO1 四日市市 諏訪栄町１０－２　１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-0050

居心家・TESORO 四日市市 諏訪栄町１０－５　ランドマークーバンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4272

居酒屋お半 四日市市 諏訪栄町１１－１　中村ビル　　 飲食店 ZN-0001-4185

藁家 88 四日市店 四日市市 諏訪栄町１１－３ 飲食店 JS-0004-5247

がちま家 四日市市 諏訪栄町１１－５　堀田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5090

たかぎ 四日市市 諏訪栄町１１－９ 飲食店 JS-0003-6408

BAR HARRYS 四日市市 諏訪栄町１２ー９　アーバンビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-1416

bar BAROCK 四日市市 諏訪栄町１２－７　大久保ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-0634

Brewer ＇ s Beer Stand 34 四日市市 諏訪栄町１３－１０　 飲食店 SL-2000-0562

馬喰ろう四日市店 四日市市 諏訪栄町１３－９ 飲食店 JS-0004-0435

SeafoodBAL 伊勢志摩食堂 四日市市 諏訪栄町１４－２ 飲食店 JS-0004-5253

秀－ SHU － 四日市市 諏訪栄町１４－６　立川ビル南１Ｆ 飲食店 JS-0001-1862

RELAX DINING 志庵 四日市市 諏訪栄町１５－１　馬理ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6507

洋風酒場 grassa 四日市市 諏訪栄町１５－１　馬里ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-9932

四日市 芋んちゅう 別邸 四日市市 諏訪栄町１５－２　　 飲食店 ZN-2000-3127

貝ばか一代四日市店 四日市市 諏訪栄町１５－５ 飲食店 JS-0004-5254

wine ＆ kitchenvelo 四日市市 諏訪栄町１６－３　長田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-3080

鷹鮨 四日市市 諏訪栄町１７－１０ 飲食店 JS-0004-5565

VINERIALUPPOLO 四日市市 諏訪栄町１７－２　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4222
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ワイン食堂 GURI 四日市市 諏訪栄町１９－８ 飲食店 JS-0001-6117

水陰 四日市市 諏訪栄町２０－３　　 飲食店 ZN-2000-3490

焼肉－吟－ 四日市市 諏訪栄町２－１０ 飲食店 JS-0000-8088

BARGEORGE 四日市市 諏訪栄町２２－３７　吉田ビル１Ｆ－３　 飲食店 ZN-2000-2174

フレンチ酒場四日市バール 四日市市 諏訪栄町２２－５　　 飲食店 ZN-0002-0399

おしゃれ小僧 四日市市 諏訪栄町５－１６ 飲食店 JS-0004-3365

仲見世 四日市市 諏訪栄町６－１０ 飲食店 JS-0004-5248

四日市 銀ぶし 四日市市 諏訪栄町６－１５　旭ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2564

膳屋ノ肉バルカテリーナ 四日市市 諏訪栄町６－２０　　 飲食店 ZN-0001-4236

DORAGON SHOKUDO 四日市市 諏訪栄町７－３０　七番街ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0619

旬海肴魚将 四日市市 諏訪栄町８－６　みその西ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7478

嘉肴処 祭 四日市市 諏訪栄町８－８　ブラウンビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6973

葡萄酒亭きとう 四日市市 諏訪栄町８－８　ブラウンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0511

千家 四日市市 諏訪栄町９－１ 飲食店 JS-0002-9036

Bulan 四日市市 諏訪栄町９－２　大鯛ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7951

舞きりん 四日市市 諏訪栄町９－２　大鯛ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1795

紡 四日市市 西浦１－１－１１　マンションさかえ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0512

ヨッカイチワイン食堂 enici 四日市市 西浦１－１－２　コート西浦１Ｆ 飲食店 JS-0002-2257

アイドコロ 四日市市 西浦１－１－２　コート西浦 B １F 飲食店 JS-0002-5652

四日市炭火焼串魂 四日市市 西浦１－４－２３ 飲食店 JS-0002-8110

彩 四日市市 西浦１－８－２　ファースト西浦１Ｆ 飲食店 JS-0003-4133

寿し処かがり 四日市市 西浦１－８－２１　　 飲食店 ZN-0002-0466

なんちゃって 四日市市 西浦１－８－２５　パティオＡＳ 飲食店 JS-0000-6352

松阪牛たんど 四日市市 西浦１－９－８　西浦パークビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-3440

ASANTE 四日市市 西浦２－３－２　プレーザービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4213

ホルモン酒場おんどる 四日市市 西新地１０－１４　　 飲食店 ZN-0002-0462

もみじ屋四日市店 四日市市 西新地１０－２０　四日市ＦｏｏｄＭａｒｋｅｔ３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4225

居酒屋一心 四日市市 西新地１１－３　シティ堀木１Ｆ 飲食店 JS-0000-6460

中華満遊 CORO 四日市市 西新地１２－８　ガーデンピア１Ｆ 飲食店 JS-0004-4280

居酒屋うま安 四日市市 西新地６－６ 飲食店 JS-0005-8538

焼肉桜坂 四日市市 西新地６－７　田中ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3469

呑み処 れん 四日市市 西新地６－７　田中ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0939

カラオケ居ざっく鶴 四日市市 西新地７－１３　エルパークビル１０２　 飲食店 ZN-2000-3940

リバティ 四日市市 西新地８－１　ダイヤモンドビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0357

お晩菜 嘉乃 四日市市 西新地８－７　トキビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-1573

喜良利 四日市市 西新地９－７ 飲食店 JS-0003-4867

はこいりどり 四日市市 大井手２－５－１２　　 飲食店 PK-0000-6415

福寿苑四日市店 四日市市 大字末永１０８２－１ 飲食店 JS-0003-1830

プロキリティ大矢知店 四日市市 大矢知町９７０－３　　 飲食店 PK-0000-4000

すし小森 四日市市 滝川町７－２３ 飲食店 JS-0001-1386

四日市酒場くしだま 四日市市 中川原１－１－３０　第１コーポラス１Ｆ 飲食店 JS-0002-8093

プロキリティ 四日市市 日永西２－１９－１０　　 飲食店 PK-0000-2211

鶏専門居酒屋やどり木 四日市市 浜田町６－９ 飲食店 JS-0002-2279

just time 四日市市 安島１－１－６０　四日市駅高架下南店舗 ショッピング JS-0001-5393
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BLUE 四日市市 安島１－２－４　いしだビル１Ｆ ショッピング JS-0000-8782

チェルシーフォーライフ 四日市市 安島２－４－１８　太平洋マンション１０２ ショッピング SL-2000-4953

マリンハート 四日市市 伊倉３－６－１４ ショッピング JS-0002-2285

アクア薬局羽津店 四日市市 羽津山町４－２７　　 ショッピング ZN-0003-1481

HAMRO PASAL 四日市市 鵜の森１－４－１６　大久保ハイム２Ｆ ショッピング JS-0004-0547

きもの屋小町 四日市市 鵜の森１－７－１３　１Ｆ ショッピング JS-0000-2671

Pro Shop じん 四日市市 下海老町５６５－７ ショッピング JS-0003-8398

作業服のイワタ 四日市市 河原田町２２６３－１ ショッピング JS-0005-8215

刃物屋又兵衛 四日市市 久保田２－１－１ ショッピング JS-0002-8077

Chillax 四日市市 高花平３－１－７４　 ショッピング SL-2000-4802

Boi Bom 四日市市 笹川５－６５－３８ ショッピング JS-0000-8827

ホ－シンド－松本店 四日市市 松本３－１２－１７　豊ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-2122

アラキヤ 四日市市 城山町１－３８ ショッピング JS-0000-2835

S ／ FACTORY 四日市市 諏訪栄町１１－５　　 ショッピング ZN-0003-1228

FluerirMiri 四日市市 諏訪栄町２２－２　　 ショッピング ZN-2000-4560

スポーツショップ サンキャビン 四日市市 諏訪栄町２２－３６　　 ショッピング ZN-0002-2800

カーテン・ワン 四日市市 諏訪町１０－７ ショッピング JS-0000-2063

弥な屋 四日市市 諏訪町１３－８　 ショッピング SL-2000-9454

ニシムラカメラ 四日市市 諏訪町３－１３ ショッピング JS-0005-5605

ビビ アンド ココ 四日市市 諏訪町４－７ ショッピング JS-0000-4832

メガネの西口　生桑店 四日市市 生桑町１９６－１　　 ショッピング PK-0000-8710

ジーンズショップ フレンズ 四日市市 生桑町２３６－７　 ショッピング SL-2000-1414

クロロフイル美顔教室 京屋松本店 四日市市 西松本町３－１４ ショッピング JS-0003-6478

太田洋服店 四日市市 西新地１０－１５　 ショッピング SL-2000-5270

アメリカボン 四日市市 西新地１－１８　 ショッピング SL-2000-0287

Paisible 四日市市 西日野町１８７１－１９０ ショッピング JS-0001-3108

リヴィエールシーマ 1 号店 四日市市 川島新町５１ ショッピング JS-0002-8932

リヴィエールシーマ 2 号店 四日市市 川島町４５５７－２２８ ショッピング JS-0002-8933

株式会社石州 四日市市 智積町１９５８－１ ショッピング JS-0000-8355

ジュエリーサロン石垣 四日市市 中部１５－１２ ショッピング JS-0001-4946

富寿家 四日市市 天カ須賀２－２４－２１ ショッピング JS-0003-4108

有限会社カーフォレスト 四日市市 泊小柳町３－３７ ショッピング JS-0002-7163

リサイクルマート イオンタウン四日市泊店 四日市市 泊小柳町４－５　イオンタウン四日市泊 ショッピング JS-0005-7886

株式会社 LiquorShopSEVEN 四日市市 八幡町４－１１ ショッピング JS-0004-5976

テーラーカスカベ 四日市市 富田３－４－９ ショッピング SL-2000-7545

ワタナベふとん 四日市市 富田栄町５８　 ショッピング SL-2000-0076

富田浜病院売店 四日市市 富田浜町２６－１４ ショッピング JS-0005-4052

スマホ修理革命 四日市店 四日市市 堀木２－４－８　伊藤テナント ショッピング JS-0001-9268

ANTOM SIDE 四日市北店 四日市市 茂福町伊賀留我４２４　 ショッピング SL-2000-6711

ヘアサロンシロー 四日市市 あかつき台１－１－１４１　　 サービス ZN-0003-0800

LUSSOhairdesign 四日市市 あかつき台２－１－１２０ サービス JS-0002-3836

ヘアースペースイマムラ 四日市市 ときわ１－１－１　　 サービス ZN-0002-7464

美容室 LuccicaPARIS 四日市市 安島１－４－１６　ＫＡＮＥＮＩビル１Ｆ サービス JS-0002-0535

Charme 四日市市 安島１－６－１１ サービス JS-0005-0889
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ドイ ヘアーメイク モード 四日市市 羽津山町２－１　フジコービル２Ｆ サービス JS-0000-2746

W A P hair 四日市市 鵜の森１－１２－２　千春パークビル１０２ サービス JS-0005-9967

フォトスタジオシリウス 四日市市 鵜の森１－７－１３－３０１　紺文きもの屋小町ビル３Ｆ サービス JS-0002-4939

Lucechronicle 四日市市 鵜の森２－１－４ サービス JS-0002-9448

ラルーチェ 四日市市 久保田１－５－３５ サービス JS-0002-7708

HairSpacenemuru 四日市市 芝田１－５－４　後藤ビル サービス JS-0002-9823

紺文 芝田店 四日市市 芝田１－６－２ サービス JS-0000-2600

マリエ 1F 四日市市 芝田１－６－２　１Ｆ サービス JS-0000-2599

Hair ト～マス 四日市市 上海老町１６３３－１４２ サービス JS-0005-7944

ベンリー四日市駅前店 四日市市 新正２－１１－９ サービス JS-0004-1131

Lahen 四日市市 新町７－６　１Ｆ サービス JS-0001-7787

リラクゼーション禅 四日市市 諏訪栄町１８－８ サービス JS-0001-4809

ViVi 四日市店 四日市市 諏訪栄町５－４　ニューヨッカイチビル３Ｆ サービス JS-0001-8144

OCT 四日市市 諏訪栄町５－７　笹屋ビル１Ｆ サービス JS-0000-7457

ルーチェ 四日市市 垂坂町７９５－１　　 サービス ZN-0003-0094

クリーニングヨコイ 洗濯王 生桑店 四日市市 生桑町１４３－１ サービス JS-0005-6048

クアトロ オクト 四日市市 生桑町２０６－１ サービス JS-0000-3526

anciel 四日市市 西浦１－１１－２　リソービル１Ｆ サービス ZN-0003-0748

スタジオ ケン 四日市市 西浦２－１２－１９ サービス JS-0000-4662

hair coco LONDON 四日市市 西坂部町４７７４－１ サービス JS-0001-0290

ヘアーメイク PixieBob 四日市市 川島町９９９－１０　１Ｆ サービス JS-0001-3826

クリーニングヨコイ アバンセ川北店 四日市市 川北１－１２－９ サービス JS-0005-5971

M．T．Grand 四日市市 川北３－１－２３ サービス JS-0001-1605

有限会社田中モータース 四日市市 大井手３－１０－２４ サービス JS-0005-5058

スプラウトヘアー 四日市市 大矢知町９３　　 サービス ZN-0002-7313

クローバー 四日市市 中川原２－３－１０ サービス JS-0005-7422

REGOLITH 四日市市 日永西３－３－２ サービス JS-0001-9224

サ－ビスネット 四日市市 日永東３－１３－５　　 サービス PK-0000-1957

ルシードスタイルアンディアーモ 四日市市 波木町２８２－１　　 サービス ZN-0003-0760

しっかりほぐしりらくぜーしょん＠楽 四日市市 八田２－１－３３　八田２－ビル北 サービス JS-0001-2069

fleur 柳橋美容室 四日市市 尾平町３３０ サービス SL-2000-0281

iris hair 四日市市 富田３－１５－２７　　 サービス ZN-0003-0824

nicotto　hair 四日市市 堀木１－６－１９　　 サービス PK-0000-7790

寿司割烹 幸喜 四日市市 羽津町２３－１５　 その他 SL-2000-6396

義侠屋 四日市市 鵜の森２－６－１３　 その他 SL-2000-7221

和らく 四日市市 諏訪栄町１３－９　 その他 SL-2001-1076

美好すし 四日市市 西新地１３－１　パールプラザ３Ｆ　 その他 SL-2000-0007

伊勢湾マリーナ 四日市市 天カ須賀１－８－２６　 その他 SL-2000-0052

あのりふぐ料理 まるせい 志摩市 阿児町安乗１７８－３　 飲食店 SL-2000-3296

鳥新 志摩市 阿児町鵜方２４０１－６ 飲食店 JS-0004-6170

六本木 志摩市 阿児町鵜方２９９３－１ 飲食店 JS-0001-9721

銀鱗 志摩市 阿児町鵜方３１１２－１　マルールビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9323

鮨暁 志摩市 阿児町甲賀１４６０－２ 飲食店 JS-0002-2409

寿司かっぽうはま崎 志摩市 磯部町穴川１１８３ 飲食店 JS-0002-2345
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Daiwa Jewelry Co．，Ltd 志摩市 阿児町鵜方４８２７　 ショッピング SL-2000-2427

三洋真珠 志摩市 阿児町鵜方９７１ ショッピング JS-0002-2396

芳森真珠店 志摩市 阿児町神明７５２－９　 ショッピング SL-2000-7849

司真珠 志摩市 阿児町立神２８１４－１ ショッピング JS-0003-1085

DogSalonQueue 志摩市 阿児町鵜方３３７３－７４ サービス JS-0002-1861

シェロアンヌ 松阪市 駅部田町１０７４－８ 飲食店 JS-0002-7806

Cafe hunky dory 松阪市 下村町３４１－１ 飲食店 JS-0003-6869

お茶と食事　木のいえ　松阪店 松阪市 久米町１１４９－２　　 飲食店 PK-0000-6515

カルビ屋大福松阪店 松阪市 久米町１１９０－１　　 飲食店 PK-0000-2256

創菜酒席まつまえや 松阪市 久保町１０６０－４　　 飲食店 ZN-0002-0522

カルダン 松阪市 京町１４－９　東海愛宕ビルＡ　　 飲食店 ZN-2000-3902

春隆 松阪市 京町１９７－１　　 飲食店 ZN-0002-0471

SPREAD． 松阪市 京町２１４－６ 飲食店 JS-0004-6739

ビーフクラブ ノエル 松阪市 京町２５　 飲食店 SL-2000-0054

鮨・割烹みひろ 松阪市 京町５１２－３ 飲食店 JS-0002-4316

はまにく 松阪市 京町８　　 飲食店 ZN-0002-0489

朝日野寿司 松阪市 京町一区１７－１ 飲食店 SL-2000-0411

串三六 一八食堂 松阪市 京町一区２７－４ 飲食店 JS-0004-9948

焼肉たこやん 松阪市 清生町４９２－１ 飲食店 JS-0004-7313

喜らく 松阪市 石津町３１１－２ 飲食店 JS-0000-9664

食彩やからす 松阪市 長月町９－１　前田ビル１－Ｄ　　 飲食店 ZN-0002-0479

ダイニングバーアンファミーユ 松阪市 日野町１０　西棟１Ｆ 飲食店 JS-0002-4586

海鮮キッチン はるや 松阪市 日野町７４２－１　島本ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0501

ブッダランド 松阪市 日野町７６８　　 飲食店 ZN-0002-0474

旬作酒和 松阪市 平生町３４ 飲食店 JS-0002-5960

クワガタ横丁 松阪市 伊勢寺町４１５ ショッピング JS-0005-6796

スマイル調剤薬局 下村店 松阪市 下村町字樋口９９７－３ ショッピング SL-2001-1124

パンセ 松阪市 外五曲町５３－１３ ショッピング JS-0001-9705

株式会社丸石商店 松阪市 鎌田町２６０－２ ショッピング JS-0002-4480

有限会社平野薬局 松阪市 嬉野中川新町４－６９ ショッピング JS-0005-2635

［HC］株式会社伊勢電機 松阪市 嬉野町１４４６－１３ ショッピング JS-0001-9468

CRUISE 松阪市 久保町４８９－３ ショッピング JS-0005-5577

ファッションスポット 3、103 松阪市 久保町西沖４８３－１　 ショッピング SL-2001-1778

ブティックファーストページ中央店 松阪市 宮町１３０　マックスバリュ松阪中央店内 ショッピング JS-0004-9086

CARPRECIOUS 松阪市 宮町６６－３ ショッピング JS-0002-5937

［HC］有限会社前田無線 松阪市 小津町５６０－３ ショッピング JS-0001-9629

1010banchi 松阪市 新町１０１０ ショッピング SL-2000-3790

茶重商店 松阪市 新町８１９ ショッピング JS-0002-4819

自然食品かねこや 松阪市 新町８３０ ショッピング JS-0005-2117

BEUP 松阪市 船江町５２３－６　 ショッピング SL-2000-0591

くすり・化粧品 おくくら 松阪市 大黒田町６３１　 ショッピング SL-2000-5304

有限会社松本紙店 松阪市 中町１８７０　　 ショッピング ZN-0002-5647

伊沢仏壇店 松阪市 中町１９９７ ショッピング JS-0004-6664

ワークトップ三雲 松阪市 中道町３５０－１ ショッピング JS-0002-0281
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G ＆ I 松阪市 田村町１２７－２９ ショッピング JS-0000-7600

雑貨屋 黄色いパンダ 松阪市 田村町４７２ ショッピング SL-2000-2009

ムラジン 松阪市 日野町５８６ ショッピング JS-0002-4892

浦口ガラス住設 松阪市 平成町４０－１　　 ショッピング PK-0000-1546

メンズ＆レディスショップミヤトウ 松阪市 平生町５０ ショッピング JS-0003-8191

マルクオート 松阪市 和屋町２２６－１ ショッピング JS-0005-5966

クワガタ横丁 松阪市 伊勢寺町４１５ サービス SL-2000-9293

てらだ鍼灸整骨院 松阪市 駅部田町１４１－１　メリーエンジェル１０２ サービス JS-0002-4846

ヘア プレイボタン 松阪市 駅部田町１７２９－３　パルガーデンＳ１０１ サービス JS-0001-3517

LA BEAUTE 松阪市 駅部田町４９９ サービス SL-2000-2666

ラモンターニュ 松阪市 下村町１０４４－８　　 サービス ZN-0002-7473

J．crowd 松阪市 嬉野小村町６－１ サービス JS-0001-8133

Landmarc2 松阪市 郷津町１８ サービス JS-0001-9578

ビューティースペース アイム 松阪市 高町１８５－１　アイムビル１Ｆ サービス JS-0001-0955

jAMu 松阪市 川井町１０１４－１ サービス JS-0000-4391

hairlabococon 松阪市 大黒田町５１１－３　田村ビルｂ号 サービス JS-0005-2214

jilljanne 松阪市 大黒田町５３２－４ サービス JS-0001-3155

Lindwurm 松阪市 中央町３８－９　　 サービス ZN-0003-0784

アイラーヴァタ 松阪市 中央町５１０－１　モリハウスビル２Ｆ サービス JS-0003-6479

Landmarc 松阪市 田村町４２８－１ サービス JS-0002-2772

ミノダ自動車工業 松阪市 美濃田町１３１１－３　　 サービス PK-0000-0376

チ－プカ－ 松阪市 美濃田町２０　　 サービス PK-0000-5619

美容室リバティ 松阪市 豊原町１１６９－１ サービス JS-0002-4845

からだ快適倶楽部 じらく 松阪市 立田町２７９－２ サービス JS-0004-8748

ヘアメイク ナーブ 松阪市 立野町４４８－１　 サービス SL-2000-5049

カラオケアノバヤン 松阪市 愛宕町２－１１　２Ｆ エンターテインメント JS-0001-1372

小津薬局 松阪市 小津町２５３－３　 その他 SL-2000-5231

村井楽器松阪店 松阪市 田村町４４９－３　 その他 SL-2000-4549

ジュプランサ 多気郡 多気町仁田６９２－２ ショッピング JS-0001-5402

多気ブックセンター 多気郡 多気町相可１５６２－１ ショッピング SL-2000-6045

ムトウ大台店 多気郡 大台町佐原６１０－１　　 ショッピング ZN-2000-3542

ワークトップ栃原 多気郡 大台町栃原１６８３－５ ショッピング JS-0002-0279

鳥羽割烹たまも 鳥羽市 安楽島町１３９５－３ 飲食店 JS-0004-9368

肉料理まつむら 鳥羽市 大明東町２０－４　　 飲食店 PK-0000-0173

MUSEA 鳥羽市 鳥羽３－５－２４　 飲食店 SL-2000-9388

漣 鳥羽店 鳥羽市 鳥羽３－５－２８　 飲食店 SL-2000-3556

四季のご馳走家味彩 鳥羽市 鳥羽３－９－７ 飲食店 JS-0001-6553

ローズパール 鳥羽市 鳥羽１－１０－４６ ショッピング JS-0002-3550

株式会社世古真珠 鳥羽市 鳥羽１－８－１３　ＪＲ東海鳥羽駅２F ショッピング SL-2000-5485

旬彩酒房あうん 津市 羽所町３３３　１Ｆ 飲食店 JS-0002-3181

山波月 津市 羽所町３５１　エイトビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3429

アジュジュ 津市 羽所町３５１　エイトビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4627

花咲 津市 羽所町５１７　ツツミビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6639

Dining 交 津市 羽所町５３３　第５いけだ館２Ｆ 飲食店 JS-0001-0129
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れっどらいんはなれ KitchenBar 津市 羽所町６０４　ＷｉｌｌＮＯＧＵＣＨＩ３Ｆ 飲食店 JS-0005-9162

炙り屋 Kamakura． 津市 栄町２－４７４ 飲食店 JS-0000-2887

イタリアンバルシン 津市 栄町３－２１８　　 飲食店 ZN-0002-0499

Bistro Cafe W 津市 丸之内６－２ 飲食店 JS-0004-5134

両口屋 津市 岩田６－２６ 飲食店 JS-0005-9220

ROBATA 元気 津市 久居寺町１１９７－３ 飲食店 JS-0003-6447

和味旬菜 こま 津市 久居新町１０４４－５ 飲食店 JS-0001-4719

創作海鮮酒場はる家 津市 久居新町３００２－３　中戸ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0470

脇田屋久居店 津市 久居新町６３０－６ 飲食店 JS-0004-8348

あみ焼げんき 津市 久居中町２８１ 飲食店 JS-0003-6457

Rita 津市 戸木町５４５６－３ 飲食店 JS-0004-2295

彩食たなか 津市 広明町３５２－４ 飲食店 JS-0005-9093

地産地消・創作家庭料理 PORTO 津市 上浜町２－１１４　 飲食店 SL-2000-7952

魚菜 おお田 津市 新町３－４－１１　テピカル・イブ２ 飲食店 JS-0000-4859

和ごころがれん 津市 西丸之内１－１１　　 飲食店 ZN-0002-0436

居酒屋たーさんち 津市 西丸之内３－１ 飲食店 JS-0003-1646

プルミエール 津市 大門１８－２１　山幸フェニックスビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0468

LIVE ＆ SPORTS BAR BRAN 津市 大門１８－７ 飲食店 JS-0000-3316

大島屋 津市 大門２１－２３　ウィン山本１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0424

さんきち 津市 大門２２－１０　ゑびすビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0719

華小路 津市 大門２２－１８ 飲食店 JS-0000-2899

FixDaimon 津市 大門２２－７ 飲食店 JS-0002-8016

Answer 津市 大門２２－９　アルスフラットビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3820

NOTEQUAL 津市 大門２４－８　小島ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-7714

STILE 津市 大門２７－６　 飲食店 SL-2000-0415

大衆ホルモン焼肉創 津市 大門３０－１３　東側　　 飲食店 ZN-0002-0441

居酒屋 酔処 津市 大門３０－８ 飲食店 JS-0004-7095

パスタスタジアムよろこば食堂 津市 大里睦合町２５８０－３ 飲食店 JS-0002-8952

中華料理龍風 津市 南中央６－１２　直ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0476

やきとり 福耳 津市 八町１－１－９ 飲食店 JS-0005-5051

れっどらいん厨房 津市 北河路町１９－１　津市産業スポーツセンター内 飲食店 JS-0001-9859

ミルクパレット 津市 一色町２４１－１ ショッピング JS-0005-4675

of － frir 津店 津市 雲出本郷町１４１９ ショッピング SL-2001-0273

風月堂 津市 栄町３－２３０ ショッピング JS-0002-7258

スマイル調剤薬局 フェニックス店 津市 乙部５－３　 ショッピング SL-2001-1266

めがねのアイハート 津市 丸之内２０－１８　 ショッピング SL-2000-2472

スマイル調剤薬局 三重大学病院前 津市 江戸橋１－１５２－２ ショッピング SL-2001-1267

有限会社花の曽山 津市 高茶屋５－３－６ ショッピング JS-0000-6636

Boi Bom 津市 高茶屋小森町３９２－４ ショッピング JS-0003-2806

ビーナス＆マーズ 津市 桜橋３－６７－１ ショッピング JS-0001-0657

宝石のイトウ 津市 桜橋３－６７－１　 ショッピング SL-2000-2864

SANKEI 津神戸店 津市 神戸４１９２－２ ショッピング JS-0005-4812

NaPua 津市 西丸之内２０－３　 ショッピング SL-2000-8993

オークス 津市 西丸之内２５－１３　 ショッピング SL-2000-2016
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ジュダンセ 津市 大谷町２２８ ショッピング JS-0002-7299

クロロフイル津美顔教室 津市 大門５－３　サンロイヤル大門２０１ ショッピング JS-0004-0891

ミートショップ大里 津市 大里睦合町２３５３ ショッピング JS-0004-3684

ヤマズストアー 津市 殿村５９６－１ ショッピング JS-0002-0842

林時計鋪 津市 東丸之内１９－６　　 ショッピング ZN-0002-6380

JEWELRYTIME 津市 博多町１３６－１　アルテ津新町店内 ショッピング JS-0001-4817

Kio 津市 白山町上ノ村１３２０－１ ショッピング JS-0005-7122

株式会社 朝日屋 津市 北丸之内２０　 ショッピング SL-2000-7656

つばめ薬局 津市 野田７７８－１　　 ショッピング PK-0000-8813

健翔整体院三重治療室 津市 阿漕町津興１７１－２ サービス JS-0002-5139

HARDERSURFSHOP 津市 阿漕町津興１７１－２ サービス JS-0002-5643

ジュンナヘアー 津市 一志町庄村４４２－２３ サービス JS-0002-7161

コンフィチュール 津市 一身田大古曽１３２５－１　　 サービス ZN-0003-0823

Blanton． 津市 一身田中野１９４－１ サービス JS-0004-2746

men’s hair LLaNi 津市 雲出本郷町１７９９－１ サービス JS-0003-8461

COCO 津店 津市 栄町３－２４５　五月ビル３Ｆ サービス JS-0004-0405

Hair Design Blossom 津市 押加部町１７－１ サービス JS-0000-4557

Valentine． 津市 河芸町西千里１６７８－３ サービス JS-0004-2690

ヘアーメイク ブランシェ 津市 河芸町中別保１８２－１ サービス JS-0000-0204

美容室和貴 津市 観音寺町７４１－３ サービス JS-0002-7259

ヘア ファミーユ 津市 久居元町２２７０－６　 サービス SL-2000-1337

エアラセシル 津市 高茶屋小森上野町１０６０－７　　 サービス ZN-0002-7323

Crecer 津市 上浜町３－１５－２　ディアホームズ志とも１Ｆ サービス JS-0002-4785

LE SHECK HAIR 津市 西丸之内７－１３　 サービス SL-2000-3835

Re：set 津市 大門５－３　サンロイヤル大門７Ｆ サービス JS-0004-1293

Cor 津市 中央４－１１　橋本ビル サービス JS-0002-0318

Felire 津市 東丸之内２９－１２　 サービス SL-2000-6925

jenaframe 津 津市 藤方１２０７－１ サービス JS-0001-6869

（有）オリオン美容室 津市 南丸之内１１－１８ サービス JS-0003-2672

ヘアーサロン スガワ 津市 半田３２８－１ サービス JS-0005-7396

BARRETAOMOTORS 津市 半田３５３－１ サービス JS-0002-9590

Sora Cyan 津市 半田５２８ サービス JS-0000-8174

Lourdes salon 津市 本町２６－１９　セントリアファースト３Ｃ サービス JS-0002-0141

TOMHAIR 津市 柳山津興３１７－２ サービス JS-0003-1840

焼肉ダイニングヤクー 津市 羽所町３２０　錦誠堂ビル１Ｆ　 その他 SL-2000-5310

むくもと薬局 津市 芸濃町椋本９０６－６　 その他 SL-2000-4494

三重トラベル 津市 幸町３３－２０　 その他 SL-2000-7487

トレーニングジム KENKODO 津市 高茶屋小森上野町１０７１－６ その他 JS-0003-3485

株式会社ファーマトラスト つおき薬局 津市 津興２９１３－４　 その他 SL-2000-7310

お茶と食事木のいえ玉城店 度会郡 玉城町勝田３５９１－２　　 飲食店 PK-0000-4029

居酒屋　おでん　味鶴 度会郡 南伊勢町五ヶ所浦９８７　　 飲食店 PK-0000-6799

飯島金物店 度会郡 玉城町田丸３７１－２　　 ショッピング PK-0000-8546

長谷川養蜂                   度会郡 南伊勢町押渕１２９５－２ ショッピング AD-0000-1177

有限会社中西電機商会 度会郡 南伊勢町五ケ所浦３８３１ ショッピング JS-0004-9525
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回転寿司 おわせ 尾鷲市 古戸野町９５５－１７ 飲食店 JS-0005-0422

割ぽういちりき 尾鷲市 中井町９－４　　 飲食店 ZN-2000-3584

和のセレクトショップうえむら 尾鷲市 栄町８－８ ショッピング JS-0005-5559

favori 尾鷲市 小川東町２５－１６ ショッピング JS-0000-5829

長野印章有限会社 尾鷲市 野地町１２－４８ ショッピング JS-0000-8242

有限会社ビッグ・バリー 北牟婁郡 紀北町上里３９６－１ ショッピング JS-0003-4973

地球着 北牟婁郡 紀北町相賀４８０－１４６ ショッピング JS-0005-0985

玉屋商店 北牟婁郡 紀北町長島９１２　　 ショッピング PK-0000-8412

海月 名張市 栄町２９３３－４ 飲食店 JS-0001-1854

備長炭火焼旨鶏 名張市 夏見３１４７－２　　 飲食店 ZN-0002-0410

居食屋伊和希 名張市 丸之内３０－１　　 飲食店 ZN-0002-0444

居酒家きっちん 名張市 丸之内３２　大嶽ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3010

Bar L’or ロール 名張市 桔梗が丘２番町４－２９ 飲食店 SL-2000-9030

お好み焼ハウス とらじろう 名張市 鴻之台１番町１７４ 飲食店 JS-0003-2669

名張まごころ 名張市 鴻之台１番町２００ 飲食店 JS-0000-8482

鰻 伊賀 名張市 鴻之台２番町５５　 飲食店 SL-2000-5509

浪花屋 鳥造 桔梗が丘店 名張市 上小波田１８０６－１３ 飲食店 JS-0000-7072

古民家レストランオステリア ciao 名張市 上八町１３２１－１　別館和室 飲食店 JS-0004-5591

手打そばうどん かみ六 名張市 中町３４８ 飲食店 JS-0005-6002

ビストロドゥ gaji 庵 名張市 梅が丘南３番町２８２ 飲食店 JS-0005-0615

レストランアミティエ 名張市 百合が丘西６番町１ 飲食店 SL-2000-7222

海鮮居酒屋 久 名張市 平尾３２２５－７ 飲食店 JS-0000-8085

cycleproshopreco 名張店 名張市 栄町２９３５－２ ショッピング JS-0004-6997

名張コンタクトレンズ 名張市 桔梗が丘１番町４－７０　　 ショッピング PK-0000-8761

はんこ屋 名張店 名張市 桔梗が丘２番町７－１７ ショッピング JS-0004-7925

TACHI 花 名張市 桔梗が丘３番町３－９５ ショッピング SL-2000-6744

ギフトシティ山城屋 名張市 鴻之台１番町１８５ ショッピング JS-0004-5343

モリシマ商事 名張市 西原町２６３２－１０　　 ショッピング PK-0000-3905

株式会社 田村 名張市 東町１７４３　 ショッピング SL-2000-6917

メガネセンタ－フジモリ名張店 2 名張市 平尾３０１４－３　　 ショッピング PK-0000-3438

LOREN HAIR SALON 名張市 桔梗が丘３－１－６４ サービス JS-0005-1930

みすず美容室 名張市 桔梗が丘４番町４－６０　　 サービス PK-0000-3234

kirakirapoo 名張市 桔梗が丘５番町１－３ サービス JS-0003-0732

hair － sBang 名張市 鴻之台２番町５８－２　トレンドビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0789

オートサービス K 名張市 鴻之台４番町３３ サービス JS-0003-4279

和希理容室 名張市 桜ヶ丘３０８８－１７０　ＳＡＫＵＲＡテラス１Ｂ サービス JS-0005-3069

RAGTIME HAIRWORKS 名張市 瀬古口６１９－１ サービス JS-0001-1092

Liel 名張市 蔵持町原出１３０６－２ サービス JS-0005-0421

Raffino 名張市 東町１９１１－２　グレイスコート１Ｆ サービス JS-0003-5482

Jewelry Nails 名張市 百合が丘西１番町１０４　 サービス SL-2000-9483

散髪屋安藤 名張市 百合が丘西１番町１４５ サービス SL-2001-0127

呉服・太物屋「梶匠」 名張市 つつじが丘北４番町１６０ その他 SL-2000-9371

プロショップ かつき 名張市 夏見３０１　 その他 SL-2000-5380

Peace 鈴鹿市 阿古曽町３－９　島田ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0467
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鼎舎 鈴鹿市 岡田３－８－３ 飲食店 JS-0000-7559

東家江島店 鈴鹿市 江島台２－７－１ 飲食店 JS-0001-9295

椿茶園 鈴鹿市 山本町１７９５－１　 飲食店 SL-2000-2954

波々 鈴鹿市 算所１－１４－１６ 飲食店 JS-0004-9972

風来坊鈴鹿店 鈴鹿市 算所１－３－１０　松花園ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0427

the Red sports bar 鈴鹿市 算所１－４－１０ 飲食店 JS-0003-7069

ちょい呑みばる チドリアシ 鈴鹿市 算所１－７－２２　東側 飲食店 SL-2001-0152

ラーイタイレストランタイ料理 鈴鹿市 算所２－１－２０ 飲食店 JS-0003-1834

BISTRO ぶっさん屋 鈴鹿市 住吉２－６－１　グレートマンション１Ｆ 飲食店 JS-0000-3073

イタリア食堂 passione 鈴鹿市 神戸２－１５－１８　かんべ再開発ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-7798

割烹いしい 鈴鹿市 西条４－１０　マルカビル　　 飲食店 ZN-0002-0416

イタリア料理住田 鈴鹿市 西条４－８　エクセレンス西条１ｂ 飲食店 JS-0004-4934

琴寿司 鈴鹿市 長澤町１８３６－１ 飲食店 JS-0005-7066

CP ダイナー 鈴鹿市 南玉垣町３０１１－１ 飲食店 JS-0003-8769

しろこの酒場わじあ 鈴鹿市 白子駅前１５－１２　松下ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4188

串屋とんます 鈴鹿市 白子駅前１７－１４　　 飲食店 ZN-0001-4187

大衆酒場 酎吉 鈴鹿市 白子駅前２１－５　ＯｎＢｏＲｏＨｉｌｌｓ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3474

ダーツ＆バーピエロ 鈴鹿市 白子駅前２１－５　オンボロヒルズ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2302

焼肉 あさひ亭 鈴鹿市 平田１－２－４２ 飲食店 JS-0004-2890

肉処あらや 鈴鹿市 平田１－２－４３　 飲食店 SL-2000-0375

BullzKitchen 鈴鹿市 平田新町１－１　ダイムビル３－２Ｆ－Ｃ 飲食店 JS-0003-1833

鈴鹿センター薬局 鈴鹿市 安町６３８－２１　　 ショッピング ZN-0003-1482

カーコミュニケータースペックアール 鈴鹿市 稲生町８８３０－２５ ショッピング JS-0002-2931

三重パーツ販売 鈴鹿市 御薗町３６００－２１　 ショッピング SL-2001-0253

HUGO’SFOODS 鈴鹿市 算所２－１－２３　　 ショッピング ZN-0002-4791

アウドレイ ファッション 鈴鹿市 算所５－１２－１５　栄和ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-8894

RUTH MODAS 鈴鹿市 算所５－１５－１５ ショッピング JS-0000-7331

町田ピアノ調律所 鈴鹿市 寺家１－２６－３１　　 ショッピング PK-0000-2008

GP コレクション ホビー館 鈴鹿市 住吉町６７７０－３２ ショッピング JS-0003-4728

ハヤマ電器商会 鈴鹿市 庄野共進３－４－３１ ショッピング JS-0004-1552

テーラー花菱 鈴鹿市 神戸８－１－８ ショッピング JS-0000-6027

SECTION 鈴鹿市 西玉垣町１６４２－１ ショッピング JS-0004-0576

PLASPAFOODS 鈴鹿市 西條町１０５５－７ ショッピング JS-0002-8708

EXPKUSTOMZ 鈴鹿市 池田町１１３８－１ ショッピング JS-0001-6331

merimero chocolat 鈴鹿市 中江島町１６－１５ ショッピング SL-2000-8512

antiques Ruang 鈴鹿市 中江島町１６－１５ ショッピング SL-2000-8513

一輪華 鈴鹿市 中江島町１８－２５　ハミングバード２－１０６ ショッピング JS-0001-0150

坂倉クリ－ニング店 鈴鹿市 長太栄町４－６－８　　 ショッピング PK-0000-8151

有限会社 ラップトレード 鈴鹿市 南玉垣町６９６１ ショッピング SL-2000-5692

ベビー＆マタニティ サカタ本店 鈴鹿市 平田新町１－４０　 ショッピング SL-2001-1974

人形の阪田 鈴鹿市 平田新町１－４０　 ショッピング SL-2001-1975

フラットカーズ 鈴鹿市 平田本町２－２０－８ ショッピング JS-0002-8094

ファッションハウス フジワラ 鈴鹿市 北長太町１５７－２ ショッピング JS-0000-1474

石田動物病院 鈴鹿市 磯山４－５－９ サービス JS-0003-3857
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VIVACE ！ 岡田店 鈴鹿市 岡田３－１４－３　 サービス SL-2000-8661

Gu・ちょき・ぱぁま 鈴鹿市 高岡台１－３－７ サービス JS-0003-4953

オートインジョン株式会社 鈴鹿市 高塚町１４０７ サービス JS-0004-1917

TOCOTOCOBOY 鈴鹿市 高塚町１４５１－５７６ サービス SL-2000-8770

OkaosoriSweet 鈴鹿市 高塚町１４５１－５７６ サービス SL-2000-8771

髪遊戯 鈴鹿市 高塚町１４５１－５７７ サービス JS-0001-3081

W2AUTOBODYWORKS 鈴鹿市 国府町７６５８－１３ サービス JS-0002-0288

Imperio Garagem 鈴鹿市 国分町１４２３－１ サービス JS-0003-3332

Smilee 鈴鹿市 三日市１－１３－２１ サービス JS-0002-0862

スタジオ IK 鈴鹿市 算所５－１５－８　　 サービス ZN-2000-4502

はな整体院 鈴鹿市 算所５－３－１２　　 サービス PK-0000-0510

BeautySpaceecoslow 鈴鹿市 住吉３－２６－８　南口１Ｆ サービス JS-0002-2501

nix － free WB． 鈴鹿市 住吉３－３２－３ サービス JS-0003-3779

Sea ya 鈴鹿市 住吉町７２６５－６２ サービス JS-0001-0870

プロフェッショナルサロン パリス 鈴鹿市 庄野羽山２ー７ー１１ サービス SL-2000-9625

Skin Care 鈴鹿市 庄野共進１－３－１　コレクションビル２Ｆ サービス JS-0004-4396

if 鈴鹿市 庄野共進２－６－１ サービス JS-0002-5996

EyeLashSalonVivi 鈴鹿店 鈴鹿市 西条３－１－１１ サービス JS-0004-3504

Laulea 鈴鹿市 西条４－１０　マルカビルディング１Ｆ サービス JS-0005-3814

VIVACE ！ il Sole 店 鈴鹿市 西条４－８９　フラワービル１F　 サービス SL-2000-8660

エスライン 鈴鹿市 西条５－５０ サービス JS-0002-7907

ウェーブ 鈴鹿市 中江島町１９－２９　　 サービス ZN-2000-0291

Anchor’s 鈴鹿市 道伯五－２４－１７ サービス JS-0005-7677

BeautySalonFreesia 鈴鹿市 南玉垣町３０５８－９ サービス JS-0001-8063

CarDockK．R．T 鈴鹿市 南玉垣町４５７１－１ サービス JS-0005-3260

F ☆ RED 鈴鹿市 白子４－６－１６　ヒオキテナントＮｏ．５ サービス JS-0002-5114

nix － freehair． 鈴鹿市 白子町８１７６ サービス JS-0002-8127

ユア－ズアサノ 鈴鹿市 岸岡町３１４５－２　 その他 SL-2000-8918

アピナ鈴鹿店 鈴鹿市 庄野羽山４－２０－１　イオンタウン鈴鹿２Ｆ その他 JS-0001-0311

ペットショップキャッテリークリスティー 鈴鹿市 中江島町１９－３５ その他 JS-0005-3800

ホリ薬局 鈴鹿市 中江島町２０－１５　 その他 SL-2000-2116


