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居酒や 輝星 えびの市 原田３２９９－１ 飲食店 JS-0005-3322

慶珉 えびの市 向江９４３ 飲食店 JS-0005-8780

明石酒造株式会社 えびの市 栗下６１－１ ショッピング JS-0004-5734

二葉薬局 加久藤 えびの市 栗下２１４－８ サービス JS-0002-6034

クリーニングショップかしわぎ えびの市 小田６２４－１７ サービス JS-0004-4277

ビストロ ル セルドール 延岡市 旭ヶ丘２－６－１ 飲食店 JS-0001-0296

焼肉うしひろ 延岡市 安賀多町１－４－９　　 飲食店 ZN-0001-5147

ごんべや 延岡市 夏田町３１９－１ 飲食店 JS-0003-0038

どて焼 延岡市 幸町３－１４５－３ 飲食店 JS-0005-1009

たきみ 延岡市 構口町１－６０２３－３ 飲食店 JS-0002-9684

レストラン   リヨン 延岡市 出北２－２０ー８ー１０１ 飲食店 SL-2000-1606

焼肉大臣 延岡市 松原町３－８８９０－１７　　 飲食店 ZN-0001-5062

合資会社 廣壽司 延岡市 新町２－４ 飲食店 JS-0001-1763

四季亭 仁吉 延岡市 新町４－３ 飲食店 JS-0002-8481

炉端焼 源太 延岡市 新町５－１ 飲食店 JS-0000-3117

夜桜 延岡市 新町７－１　森川ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2994

Bar 茶蔵 延岡市 新町９－６　　 飲食店 ZN-2000-3665

レストラン Cerfeuil 延岡市 瀬之口町１－３－１４ 飲食店 JS-0002-0357

ODENYA 翔 延岡市 船倉町１－１－１０　リバータウン１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5104

炭火焼司 延岡市 船倉町１－４－１　　 飲食店 ZN-2000-2378

居酒亭 和之介 延岡市 船倉町１－５－１４　レアルアドヴァンスビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1027

金箸 延岡市 船倉町１－５－１６　内田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1093

炎菴 ほの穂 延岡市 船倉町２－３－１８ 飲食店 JS-0001-5167

焼肉集庵 延岡市 船倉町２－４－１５　　 飲食店 ZN-2000-4530

一太郎 延岡市 船倉町２－４－１６ 飲食店 JS-0000-1204

味どころ 網基 延岡市 船倉町２－５－２　船一ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5557

手島屋 延岡市 船倉町２－５－４　こいずみビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3033

辛麺屋 喜多楼 延岡市 船倉町２－５－７ 飲食店 JS-0003-0375

味処いち花 延岡市 船倉町２－５－８ 飲食店 JS-0004-5550

食と酒 祐庵 延岡市 中央通２－２－６　１Ｆ 飲食店 JS-0000-6278

居酒屋 七万石 延岡市 中央通２－３－５ 飲食店 JS-0000-9307

匠 延岡市 中央通３－３－４ 飲食店 JS-0001-7289

友善 延岡市 中町１－１－５　更科ビル　　 飲食店 ZN-0001-5049

お料理 よしむら 延岡市 中町１－１－５　更科ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7140

居酒屋あいうえお 延岡市 中町１－２－４　　 飲食店 ZN-0001-5063

創作料理夢の蔵 延岡市 中町１－４－１　吉田ビル２F 飲食店 SL-2001-0372

旬菜ゆるり家 延岡市 南町１－１－１４ 飲食店 JS-0002-8493

小料理綿屋 延岡市 南町１－１－１４　ワイシティービル１０３　 飲食店 ZN-0001-5120

和牛焼肉天壇 延岡市 南町１－２－１４ 飲食店 JS-0000-1930

焼肉寿々 延岡市 博労町２－８　　 飲食店 ZN-0001-5053
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牡蠣家 延岡市 北浦町古江２５０１－６０ 飲食店 JS-0005-0418

旬鮮工房 源太 居食屋 延岡市 北小路１１３９－１０ 飲食店 JS-0000-3126

くいもんやども安 延岡市 北町２－２－１４ 飲食店 JS-0000-8481

炭火焼 とり陣 延岡市 本町１－２－１０ 飲食店 JS-0002-7605

和食勇魚 延岡市 本町１－２－２　　 飲食店 ZN-2000-3564

家康 延岡市 本町１－２－３　　 飲食店 ZN-0001-5057

シェオンジ 延岡市 本町１－３－８　 飲食店 SL-2000-0836

かわまさ 延岡市 柳沢町１－１－２０ 飲食店 JS-0000-5287

かわまさ 延岡市 柳沢町１－１－２０ 飲食店 JS-0005-8458

居酒屋一期屋 延岡市 柳沢町１－３－１５　　 飲食店 ZN-0001-5002

エーデル延岡 延岡市 愛宕町３－３４ ショッピング JS-0002-8775

アテスト 延岡市 旭町３－１－３　１Ｆ ショッピング JS-0001-1649

（資）藤原酒店 延岡市 安賀多町２－４－１ ショッピング JS-0003-6676

にししなカメラ一ヶ岡店 延岡市 伊形町５１７９－１ ショッピング JS-0000-4021

（有）スズキ販売延岡 延岡市 塩浜町１－１５３７－１ ショッピング JS-0001-8288

おざきコンタクト延岡 延岡市 岡富町１２５ ショッピング JS-0004-3803

GarageKING 延岡市 岡富町７３９－１　　 ショッピング ZN-2000-3675

株式会社福田 延岡市 卸本町５－５１ ショッピング JS-0003-7965

Heart Wrap 延岡市 恵比須町５－８ ショッピング JS-0000-2747

松田ゴム工業所 延岡市 幸町１－７－１ ショッピング JS-0000-2075

Ber Ceuse 延岡市 幸町２－１２５　ココレッタ ショッピング JS-0000-4291

ベルスーズ 延岡市 幸町２－１２５　ココレッタ２Ｆ ショッピング SL-2000-8516

原田時計宝飾めがね工房 延岡市 構口町２－１０１８ ショッピング SL-2000-8517

ジッカ 延岡市 三須町１１４３　　 ショッピング ZN-2000-3504

モイスティーヌ出北 延岡市 出北２－５－１２　　 ショッピング ZN-0002-5420

延岡マリンサービス 延岡市 川島町３３５７－１ ショッピング JS-0000-1595

にししなカメラ本店 延岡市 大貫町４－１６０５－１ ショッピング JS-0000-3930

グリーンプラザ東海 延岡市 中央通３－１－２　 ショッピング SL-2000-2527

チムニー 延岡市 中町２－２－２２　 ショッピング SL-2000-4277

株式会社高橋水産 延岡市 土々呂町３－４０２９－２ ショッピング JS-0003-7480

K ＆ N 延岡市 南町２－１－１ ショッピング JS-0002-5445

林田コンタクトレンズ 延岡市 平原町１－１０１０ ショッピング JS-0002-2811

（株）西村楽器 延岡店 延岡市 平原町５－６８５－１７ ショッピング JS-0000-3877

森久呉服店 延岡市 祗園町１－３－８　 ショッピング SL-2000-4771

Knoop　hair 延岡市 岡富町１６５　　 サービス PK-0000-7984

スピードネイル ココレッタ延岡店 延岡市 幸町２－１２５　ココレッタ延岡２F サービス JS-0004-6959

美容室 璃宮 ココレッタ延岡店 延岡市 幸町２－１２５　ココレッタ延岡２F サービス JS-0004-6961

メイクアイ ココレッタ延岡店 延岡市 幸町２－１２５　ココレッタ延岡２F サービス JS-0004-7157

ファブリカ 延岡市 昭和町２－８ サービス JS-0005-9690

Hair make Cast 延岡市 川島町３０５７－１ サービス JS-0001-4237

コンパニオンアニマルクリニック CAC 延岡市 大貫町４－１６００－１ サービス JS-0005-8998

ヘアメイク ナチュラル 延岡市 土々呂町４－４１５２ サービス JS-0003-3830

Hug 延岡市 本小路７９－１ サービス JS-0001-8741

でんかのくぼ 延岡市 塩浜町３－１７９７－８　 その他 SL-2000-1219
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Diningkitchen Dado di pino 宮崎市 阿波岐原町前浜４２７６－８７０　 飲食店 SL-2000-7323

ottala 食堂 宮崎市 阿波岐原町坊ノ下２８４２－１　 飲食店 SL-2000-9231

うを旬 宮崎市 花ヶ島町赤江町１３４３ 飲食店 JS-0000-5852

やいちゃッ亭 宮崎橘店 宮崎市 橘通西１－３－９　ライトヒルズ橘 飲食店 SL-2000-8849

ふるさと料理杉の子 宮崎市 橘通西２－１－４　 飲食店 SL-2000-6579

pappacarbone 宮崎市 橘通西２－３－１３　喜夢良ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-7342

旬彩美味 岡茶 宮崎市 橘通西２－７－１５ 飲食店 JS-0000-5715

茶寮 さか本 宮崎市 橘通西２－７－１９　黒木ビル４Ｆ 飲食店 JS-0005-0702

鮨處よし信 宮崎市 橘通西２－７－２　Ｋ＆Ｋマンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4926

居酒屋鉄人 宮崎市 橘通西２－７－２６　ベルリンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1312

九州炙り酒場いち会宮崎橘通り西店 宮崎市 橘通西３－１０－３６　原ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1964

炭王 宮崎市 橘通西３－１０－４０　中めがねタワービル５Ｆ 飲食店 JS-0004-5411

あかね屋宮崎橘通西 宮崎市 橘通西３－１－１　アリストンホテル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2095

SUN 宮崎市 橘通西３－１－１７　パティオ橘２－１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4657

peacock 宮崎市 橘通西３－１－７　ライオン堂ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2827

田舎もの勝平 宮崎市 橘通西３－２－１８　　 飲食店 ZN-0001-4922

幸魚 宮崎市 橘通西３－２－１８　第５ミワビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5112

かこみ庵宮崎橘通西店 宮崎市 橘通西３－２－１８　第５三輪ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1958

九州素材和風個室八州宮崎橘通西店 宮崎市 橘通西３－２－２５　ハセガワビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1962

和楽宮崎店 宮崎市 橘通西３－２－２７ 飲食店 JS-0001-3877

護隆庵 宮崎市 橘通西３－２－２８　原田一天堂ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5412

BUTLER 宮崎市 橘通西３－２－６　ル・グラン橘ビル２Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0001-4861

餃座男 GYOZAMAN 宮崎市 橘通西３－２－８ 飲食店 JS-0001-9924

産直酒藏 あじと 宮崎市 橘通西３－３－１８　坂田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-7108

BARPHILOSOPHY 宮崎市 橘通西３－３－２４　ライオンタワー宮崎ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4660

夜神楽 宮崎市 橘通西３－４－１　第３明治屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5115

地鶏 もも子 本店 宮崎市 橘通西３－８－１２　吉田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4905

Cura．the lounge 宮崎市 橘通西３－８－１８　紅屋ビル２－１ 飲食店 JS-0002-1266

Barrel 宮崎市 橘通西３－８－５　三輪ビル 飲食店 ZN-2000-0508

酒席八塩 宮崎市 橘通西３－８－５　三輪ビル２Ｆ－７　 飲食店 ZN-2000-6297

季節料理×お酒 結い 宮崎市 橘通西３－９－１　カメリアセキモトビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-5812

炭焼家きさっころ 宮崎市 橘通西４－１－２１　　 飲食店 ZN-0001-4862

Forget me not MARMA 宮崎市 橘通西４－３－２６ 飲食店 JS-0005-6834

鬼の洗濯岩 宮崎市 橘通東１－５－８　グリーンリッチホテル１Ｆ 飲食店 JS-0004-9036

Vendange 宮崎市 橘通東１－８－１　リアル橘通りビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4769

肴串焼海月 宮崎市 橘通東２－１－２　大村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6433

味処 集 宮崎市 橘通東２－４－１２　　 飲食店 ZN-0001-4765

エストゥディオパリサンク 宮崎市 橘通東２－４－４　　 飲食店 ZN-0002-1314

創作居酒屋銀の月 宮崎市 橘通東２－４－５　　 飲食店 ZN-0002-1304

KitchenBAR 水色 宮崎市 橘通東３－２－３５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4223

京料理 宮川 宮崎市 橘通東３－２－４　２Ｆ 飲食店 JS-0004-3516

炭火と旬菜料理 季々 TOKITOKI 宮崎市 橘通東３－３－１２　ポールスタービル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1489

肴料理 タベルナ・ナージャ 宮崎市 橘通東３－３－１５　若草金城堂ビル２Ｆ西側　 飲食店 ZN-0001-4758

創作 DINING しん 宮崎市 橘通東３－３－５　みとよビル１Ｆ－Ａ 飲食店 JS-0001-9927
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陽なた 宮崎市 橘通東３－４－８　第２中村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7774

POLLO 宮崎市 橘通東３－４－９ 飲食店 JS-0004-1287

TALO ＇ S 宮崎市 橘通東３－５－２９　みとよビル　１Ｆ　ＴＡＬＯ ’ Ｓ 飲食店 SL-2000-6374

キアーラ・ベッラ 宮崎市 橘通東４－６－７　小山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4913

ステッサアンドオルソ 宮崎市 宮田町２ー２９　宮崎燃料会館１F 飲食店 SL-2000-6734

焼肉若藤 宮崎市 熊野１５９７－１　　 飲食店 ZN-0001-4989

広島風お好み焼鉄板焼ぼこでこ 宮崎市 広島１－１－２２　藤井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6179

串かつ春日広島通り店 宮崎市 広島１－３－１１　山下ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4745

巧鮨 宮崎市 広島１－４－２４ 飲食店 JS-0000-7155

ワイン食堂 geeks 宮崎市 広島１－４－６－１　　 飲食店 ZN-0002-1309

地どり 炭火焼 粋仙 宮崎市 広島２－１１－３ 飲食店 JS-0000-8496

おきらく 宮崎市 広島２－３－１２　イオキビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4107

花とく 宮崎市 高松町１－１－１ 飲食店 JS-0000-4721

焼肉菜菜 感 宮崎市 高松町１－２４ 飲食店 SL-2001-1062

wine bar 3RiSE 宮崎市 高松町１－２４　２F 飲食店 SL-2001-1166

酒菜や いけだ 宮崎市 高松町１－２５ 飲食店 JS-0003-6689

イタリア食堂 Conne 宮崎市 高松町１－２５　２Ｆ 飲食店 JS-0002-0885

家庭料理ひぜん屋 宮崎市 高松町１－２８　ブラウンカンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1347

すっとこどっこい 宮崎市 高松町１－２８　銀座ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1667

かこいや 宮崎市 高松町１－２８　銀座ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4882

旬魚苑 龍 宮崎市 高松町１－２９　よしみビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3884

地どり食道割箸 宮崎市 高松町２－２８　（株）ダイニマンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4988

和膳旬彩つちや 宮崎市 高松町２－３０　第二杏国ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-9837

炭火焼鳥とり禅 宮崎市 高松町３－２８　尾鈴ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5119

寿司処はっとり 宮崎市 高松町３－３０　サカモトブライトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4927

THE 萬喰 DINING 宮崎市 高松町３－３０　サカモトブライトビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4802

さつま地鶏炙り焼き〔しせん〕宮崎 2 号店 宮崎市 高松町３－３０　坂本ブライトビル１０２ 飲食店 JS-0003-2487

炭火焼鳥 一駒 宮崎市 高松町３ー２　ゆたかビル　１Ｆ　 飲食店 SL-2000-3045

和 kitchen しん介 宮崎市 高松町３－３３　第３三蔵ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4730

鶏みょうが屋 宮崎市 高松町３－３４　鶴原ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-7555

肉ノ蔵 宮崎市 高松町３－３４　鶴原ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-5413

旬材料理ずんたん 宮崎市 高松町４－４３　　 飲食店 ZN-0001-4984

一心鮨 光洋 宮崎市 昭和町９７ 飲食店 JS-0004-0200

地産串あげ処串兆 宮崎市 松山１－１２－７－１０３　大春ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4898

馳走家こいこい 本店 宮崎市 上北方１１７－１ 飲食店 JS-0003-4202

DiningSochi 宮崎市 上野町１１－２１　ＫＡＴＯビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2150

まつをうなぎや 宮崎市 上野町６－１８ 飲食店 JS-0004-9444

酒菜屋 dining まこ 宮崎市 上野町６－１８　まつを店舗２Ｆ 飲食店 AD-0000-1110

たちばな水産 宮崎市 上野町７－７　石井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9760

Joint 宮崎市 上野町８－２３　エディフィシオトーニン２－３Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-1261

レストランゼフィール 宮崎市 新別府町前浜１４０１－２４３　　 飲食店 ZN-2000-1733

鮨富好 宮崎市 新名爪１－１３　　 飲食店 ZN-0002-1261

姫舟 宮崎市 神宮１－２９６ 飲食店 JS-0005-9144

焼鳥 林家 宮崎市 清水１－７－１４　瀬尾第５ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3778
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くつろぎ 宮崎市 清水２－１－１　森口ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5000

餃子のよどがわ 宮崎市 清水２－８－５０　吉田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6845

平家の郷・宮崎南館 宮崎市 清武町加納８３－５　　 飲食店 ZN-0001-4836

うどん茶房ふなや 宮崎市 清武町今泉甲３７０２　 飲食店 SL-2000-4680

和風 Dining 風凛 宮崎市 清武町船引２２５－１ 飲食店 JS-0005-3888

鬼扇 宮崎市 青島２－６－６ 飲食店 JS-0001-0368

ゆる BARHeavy － Bodied 宮崎市 千草町１－１　愛ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0944

びんびん 宮崎市 千草町１－１　井福ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4914

和食の店 ふじ木 宮崎市 千草町１－２　ＡＢＣ９０ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7239

BARPreface 宮崎市 千草町１－６　ＮＡＫＡＭＯＴＯビル７Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-5429

グロッシー 宮崎市 千草町１－６　ナカモトビル６Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2828

鮨と日本料理ふう 宮崎市 千草町１－６　六本木ビル１０３ 飲食店 JS-0002-5165

良兆 宮崎市 千草町１－６　六本木ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5154

炭焼酒房 旻晁の昊 宮崎市 千草町２－２　アクアビル１０１ 飲食店 SL-2000-0243

株式会社フォーヴス masahiro 宮崎市 千草町２－２２ 飲食店 JS-0002-3799

CreateDinning つちや 宮崎市 千草町３－２１　第二岩切ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3900

居酒屋 しゃちん房 宮崎市 千草町７－２１　若松コーポ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9539

板前料理福重 宮崎市 千草町８－６　　 飲食店 ZN-0001-4947

炭焼 味工房 おおとり 宮崎市 船塚２－１７７ 飲食店 JS-0000-5691

merrygate 宮崎市 船塚２－６７　 飲食店 SL-2000-4537

グリル ヴィヴィ 宮崎市 大王町４７－６　１Ｆ 飲食店 JS-0000-0303

炭火串処 そうげん 宮崎市 大工２－１５４ 飲食店 JS-0004-9400

寿し居酒屋天龍 宮崎市 大町窪田３３２１－３　日高ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1305

新風料理あまさじ 宮崎市 大島町原ノ前１４１７－３ 飲食店 JS-0002-3160

すし処喜鶴 宮崎市 中央通１－１　ツインズビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5111

アジェスト 宮崎市 中央通１－１　ツインズビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1399

鹿鳴館 宮崎市 中央通１－１０　第一ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1100

焼肉りょう 宮崎市 中央通１－１６　ＡＢＣ８１ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5152

もつ鍋田しゅう宮崎店 宮崎市 中央通１－１９　ＬＣＳビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1299

福鮨 宮崎市 中央通１－２１　サムズビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-2808

FeliceRyu 宮崎市 中央通１－７　グレースビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1313

青辰 宮崎市 中央通１－８　ＳＧソシアルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4807

BAR 酒 LIST 宮崎市 中央通１－８　ＳＧソシアルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0913

どんどんじゅ 宮崎市 中央通２－１１　第２吉野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4821

中央プリンス Bar 宮崎市 中央通２－１１　第２吉野ビル５Ｆ 飲食店 JS-0001-8922

鉄板グリル 心酔 宮崎市 中央通２－２５　中メガネセンタービル２Ｆ 飲食店 JS-0005-7244

神話の里 宮崎市 中央通２－２６　マエムラ中央店ビル２F 飲食店 JS-0005-0502

ボンターブル 宮崎市 中央通２－２８　カテイ堂ビル５０１　 飲食店 ZN-0001-4822

居酒屋 善助 宮崎市 中央通２－６　マネービル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7954

串道楽 座王 宮崎市 中央通２－８　三笠ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8065

おにゆるび 宮崎市 中央通３－１０　竹村ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-7499

あや鶏宮崎中央通り店 宮崎市 中央通３－１１　開楽園ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-2042

陽菜 宮崎市 中央通３－２２　高野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0693

GIGLI 宮崎市 中央通３－２２　高野ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4805
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アクアビット 宮崎市 中央通３－８　睦ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4103

サレルーナ 宮崎市 中央通５－２１　えびすのビル２０１ 飲食店 JS-0003-3534

釜焼鳥 嬉音 宮崎市 中央通６－１０ 飲食店 SL-2001-1165

蕎麦ダイニング花歩 宮崎市 中央通６－１０　第９吉野ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5087

焼肉 万力 宮崎市 中央通６－１２ 飲食店 JS-0001-4902

野武士 宮崎市 中央通６－２４　　 飲食店 ZN-2000-3717

TheFilm 宮崎市 中央通６－２５　あさのビル２０１　 飲食店 PK-0000-0131

野風 宮崎市 中央通６－２５　あさのビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3151

狸ばやし 宮崎市 中央通６－２８　第７吉野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4992

宮崎地鶏と日向海鮮はればれ 宮崎市 中央通６－３　ウエストビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2347

地鶏や肴や鰻やら ここちや本店 宮崎市 中央通６－３　ウエストビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2348

結慎 宮崎市 中央通６－３　ウエストビル１F 飲食店 JS-0002-8202

鮨処 瀬戸 宮崎市 中央通６－３　ウエストビルⅠ　２Ｆ 飲食店 AL-0000-0218

CHAN 炬 宮崎市 中央通６－５　ウエストビル１０２ 飲食店 JS-0000-1103

かい眞 宮崎市 中央通７－２１　ノムラビル２－２Ｆ 飲食店 JS-0004-1107

南都乃風宮崎店 宮崎市 中央通７－２１　ノムラビル２Ｂ－１　 飲食店 ZN-0002-1321

まごころ創作ダイニング MAKOTO 宮崎市 中央通７－２２　ノムラビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-5149

いろとりどり 宮崎市 中央通７－２５　第１０吉野ビル１０２ 飲食店 JS-0004-3874

酒膳家つるおか 宮崎市 中央通７－２７　宮崎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0385

ダイニングこう 宮崎市 中央通７－２７　宮崎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4485

Hana 宮崎市 中央通７－３０　川崎ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5044

助八 宮崎市 中央通７－９　ＴＯＫＩＷＡ１２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2418

Toraja 宮崎市 中央通８－１３　パスタイムビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-3182

居酒家 笑喜家 宮崎市 中央通８－１３　松田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-2487

弐御殿 宮崎市 中央通８－１３　谷中ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4292

鳥炭火太一 宮崎市 中央通８－１３－１　　 飲食店 ZN-0001-4757

季肴ひらり 宮崎市 中央通８－１６　第２ミワビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1940

和ごころ柴田 宮崎市 中央通８－１６　第２三輪ビル中２Ｆ 飲食店 JS-0005-0428

ふく菜 宮崎市 中央通８－１６　第２三輪ビル中２F ６ 飲食店 JS-0001-0348

らんぷ亭 宮崎市 中央通８－１６　第二ミワビル中２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5128

水軍 宮崎市 中央通８－２　サンマリンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4948

みやざき魚菜志ほはなれ 宮崎市 中央通８－２３　愛甲ビル１Ｆ－１０１　 飲食店 ZN-0001-5047

磯料理一八 宮崎市 中央通８－２５　東京屋ビル１Ｆ－１０１　 飲食店 ZN-0001-4962

酒肴みのる 宮崎市 中央通８－２７　杉の種ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0585

もも焼き悟空 宮崎市 中央通８－２８　エビスビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0983

SHARAKUofNEWYORK 宮崎市 中央通８－３　ばらビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4804

旬の酒肴処岩戸 宮崎市 中央通８－３　池亀ビル　　 飲食店 ZN-0001-5149

季楽だいせん 宮崎市 中央通８－６　ワダビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5008

酒菜屋びびんこ 宮崎市 中央通８－９　西エビスビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7088

チャオ・パスタ 宮崎市 島之内６９９１－１ 飲食店 JS-0001-7779

鉄板焼き大野 宮崎市 島之内９７６６－８ 飲食店 JS-0005-1933

コミックバスター宮崎店 宮崎市 南花ヶ島町２２４－１ 飲食店 JS-0002-2787

創作居酒屋 彩 宮崎市 日ノ出町５０－１ 飲食店 JS-0005-3410

ビストロ亭 宮崎市 本郷北方２５２０－３９ 飲食店 JS-0000-5690
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居酒屋 やすき 宮崎市 霧島２－２３０－１ 飲食店 JS-0001-6600

MASAKI 宮崎市 霧島３－４０－１ 飲食店 JS-0001-6601

achamboore．． 宮崎市 阿波岐原町前浜４２７６－３０３ ショッピング JS-0001-1769

（株）artelabo 宮崎市 阿波岐原町前浜４２７６－４３０ ショッピング JS-0004-1448

風雅 宮崎店 宮崎市 永楽町４２－１ ショッピング SL-2001-1556

大山自動車 宮崎市 塩路１８０５－１　　 ショッピング ZN-2000-3892

モイスティーヌ花山手サロン 宮崎市 花山手東１－１４－３ ショッピング JS-0005-5666

ジュンクオーレ 宮崎市 丸山１－１９９ ショッピング JS-0002-0411

トリニティ フェイシャル スパ 宮崎市 祇園１－１２２－４　　 ショッピング SL-2000-7274

宮崎リサイクル館 祗園店 宮崎市 祇園４－１ ショッピング JS-0002-9858

みなとベーカリー 宮崎市 吉村町下り松２４５７－２　第２横山ビル１０１ ショッピング SL-2000-4609

黒木時計店 宮崎市 橘通西２－５－１２　　 ショッピング ZN-2000-4635

フルーツ大野 ANNEX 宮崎市 橘通西２－７－２　Ｋ＆Ｋマンション２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6916

KINA 宮崎 宮崎市 橘通西３－８－７　矢野ビル２Ｆ ショッピング JS-0005-0191

（株）西村楽器 micc 本店 宮崎市 橘通西４－６－３　ＭＲＴパーキング１Ｆ ショッピング JS-0000-3880

マーキュリー 宮崎支店 宮崎市 橘通西５－５－６３ ショッピング JS-0000-3230

ヤマサキ文具館 本店 宮崎市 橘通西５－６－５７ ショッピング JS-0003-5525

（有）桐木神樂堂 宮崎市 橘通東１－１２－７ ショッピング JS-0001-2762

m － sports miyazaki 中央店 宮崎市 橘通東３－１－１１　アゲインビル１Ｆ ショッピング SL-2000-7795

Calm Terrace 宮崎市 橘通東３－１－１１　ホテルメリージュ１F ショッピング JS-0005-1467

かいハット 宮崎市 橘通東３－３－１１　 ショッピング SL-2000-2618

AVALON 宮崎市 橘通東３－６－３３　イワキビル１０２　 ショッピング ZN-0002-2282

書道用品専門店 文林堂 宮崎市 橘通東４－１１－１０ ショッピング JS-0005-6276

MAHALO DOUGHNUT LABO 宮崎市 宮崎駅東３－５－５　 ショッピング SL-2000-4216

Kira Kira 宮崎市 錦町１－８　ＪＲ宮崎駅内 ショッピング JS-0000-6600

チャレンジくしま 宮崎市 錦町１－８　えきマチ１－宮崎Ｃ－１０３ ショッピング JS-0001-8803

有限会社東洋モータース 宮崎市 錦町４－１２　　 ショッピング ZN-2000-1370

手芸の店フレンド 宮崎店 宮崎市 錦町５－１３　グラード錦町２Ｆ ショッピング JS-0005-3491

酒のしがらき 宮崎市 月見ヶ丘２－２－１５ ショッピング JS-0005-3544

宝飾ギャラリー ステラハウス 宮崎市 月見ヶ丘７－１１－２２ ショッピング JS-0000-9438

平井オートサービス広原店 宮崎市 広原７７５－１　　 ショッピング ZN-2000-4044

イルビゾンテ 宮崎 宮崎市 広島１－４－５　Ｑｕｉｃｋビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4715

LOTUS 宮崎市 広島１－４－９ ショッピング JS-0000-2119

F ファクトリー 宮崎市 広島２－４－１７ ショッピング JS-0000-9865

（株）松山タイヤ商会 宮崎市 恒久４４１２ ショッピング JS-0001-6712

花アトリエ フローラ 宮崎市 江平西１－５－４３ ショッピング JS-0005-2773

パティスリー アンオー 宮崎市 江平東１－７－１ ショッピング JS-0005-1795

株式会社桜屋酒店 江平本店 宮崎市 江平東１－８－４０ ショッピング JS-0003-9423

お菓子のよしだ家 1 宮崎市 佐土原町下田島９４８１－１　　 ショッピング PK-0000-8221

創作屋 宮崎ゲストハウス 宮崎市 桜町５－９ ショッピング JS-0002-2081

モアール 葉 宮崎市 小松１２０３－９６ ショッピング JS-0003-6885

よこやまでんき 昭和町店 宮崎市 昭和町９０ ショッピング JS-0004-4079

浜田呉服店 宮崎市 松橋１－１６－４　　 ショッピング ZN-2000-3191

chambre secrete 宮崎市 松橋２－４－３７　コーポ松橋１０２ ショッピング JS-0003-2544
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お菓子の浩屋 宮崎市 松橋２－９－２４ ショッピング JS-0004-4802

olive 宮崎観光ホテル店 宮崎市 松山１－１－１　宮崎観光ホテル西館１Ｆ ショッピング JS-0002-2484

CERRADO 宮崎市 松山１－１－１　宮崎観光ホテル東館１Ｆ ショッピング JS-0001-1161

岡崎牧場　本社　直売所 宮崎市 新別府町雀田１１８５　　 ショッピング PK-0000-8531

アジサイアパートメント 宮崎市 新名爪１４３２　サンライズ新名爪１０３ ショッピング JS-0005-7252

じもっとパン リビエール 宮崎市 新名爪３４１－３　押川コーポ１０３ ショッピング SL-2000-5798

水野屋 宮崎神宮店 宮崎市 神宮１－２４１ ショッピング JS-0001-6890

呉服のいちはら 宮崎店 宮崎市 神宮東１－３－２６　 ショッピング SL-2000-8221

Petit current〔プチカレン〕 宮崎市 清水２－１－２　山木ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-6491

アイトップ中央店 宮崎市 清水３－６－２１　 ショッピング SL-2001-1196

まつうらコンタクトレンズ 宮崎市 清武町岡１－１－１２ ショッピング JS-0004-0366

セブンプラザ清武店 宮崎市 清武町船引１２９０ ショッピング JS-0005-7883

さくら屋酒店 青島店 宮崎市 青島４－１－１９　ボンデリス店内 ショッピング JS-0004-3172

ガッキーサーフショップ 宮崎市 赤江２６２ ショッピング JS-0000-9051

フーニースポット 宮崎市 千草町１－６　中本ビル５Ｆ ショッピング JS-0000-4835

ミュージアムショップ＋ Note 宮崎市 船塚３－２１０　宮崎県立美術館１Ｆ ショッピング JS-0004-1400

伊東金銀店 宮崎市 村角町前畑４３８－３ ショッピング SL-2001-0159

GOOD FELLOWS 宮崎市 大橋１－１６４　ワイビースリー２F ショッピング SL-2000-9339

バイクショップモトフィールド 宮崎市 大塚町水流５１２７ ショッピング JS-0005-2230

リサイクルマート 宮崎大塚店 宮崎市 大塚町池ノ内１１９７－３ ショッピング JS-0003-6266

宮崎江南病院売店 宮崎市 大坪西１－２－１ ショッピング JS-0005-5190

大野屋 宮崎市 中央通１－２２ ショッピング JS-0001-5305

アイトップ大淀店 宮崎市 中村東２－２－２４　 ショッピング SL-2001-1197

プロショップエリ－ト・プレ－ヤ－ズ 宮崎市 中村東２－５－２２　戸田ビル１０１ ショッピング JS-0000-2799

テニスハウス サンプラス 宮崎市 中村東２－６－１２　チアキューポ１０１ ショッピング JS-0004-0693

よこやまでんき本店 宮崎市 潮見町１５１－１ ショッピング JS-0004-3998

ファニクル 宮崎市 田野町乙９５１０－２　　 ショッピング PK-0000-8688

株式会社矢野車輌 宮崎市 田野町甲２８３８－２ ショッピング JS-0001-9231

オートステージクラフト 宮崎市 島之内３９２７－２２ ショッピング JS-0003-0612

ヤマサキ文具館 住吉店 宮崎市 島之内７１５９－４ ショッピング JS-0003-5657

アイトップ住吉店 宮崎市 島之内７４０３－３　 ショッピング SL-2001-1198

［HC］住吉電気店 宮崎市 島之内７６２０－１ ショッピング JS-0001-8697

エソラ漢方薬本舗 宮崎市 南高松町６－２９　ジーピー１１番館１Ｆ ショッピング JS-0001-7345

お菓子の日　工場直売店 宮崎市 日ノ出町１６１－１　　 ショッピング PK-0000-8503

カワヒロ 宮崎市 柏原７０２　　 ショッピング PK-0000-0082

HINO サイクル 宮崎市 福島町３－４５－１ ショッピング JS-0001-8877

有限会社さいとう酒店 宮崎市 芳士８６５ ショッピング JS-0005-5070

器の店 おぐら 宮崎市 本郷北方３６３８－１ ショッピング JS-0000-7876

〔HC〕ライフタケヤマ 宮崎市 本郷北方６ ショッピング JS-0000-2450

パティスリー ブランダジュール 宮崎市 霧島３－６ ショッピング JS-0002-2788

Co － Q 宮崎市 霧島４－１０６ ショッピング JS-0000-2758

SEIRYU　BENGALS 宮崎市 柳丸町１５３－１－Ｃ１－５　　 ショッピング PK-0000-8989

ゴルフ工房 YUTAKA 宮崎市 和知川原１－５１　コーポタカラ１Ｆ ショッピング JS-0000-7528

［HC］マツシタ電器 宮崎市 和知川原２－１３１ ショッピング JS-0001-8093



9 2020/9/29

［宮崎県］

加盟店名 所在地 ジャンル

フラワーショップ らぶ 宮崎市 和知川原３－８７ ショッピング JS-0000-9246

hair life  Flower 宮崎市 阿波岐原町坂元２０２０－１ サービス SL-2000-4368

オートプラザベアーズ 90 宮崎市 花ヶ島町観音免８８３－１ サービス JS-0001-4250

ヘアースタジオグロース吉村店 宮崎市 吉村町西田６６４－１　　 サービス ZN-0002-7499

ニコニコレンタカ－宮崎橘通西店 宮崎市 橘通西２－４－１４ サービス JS-0003-4644

hair groove 宮崎市 橘通東１－６－２０　第３和弘ビル１Ｆ サービス JS-0001-1495

ロワローズ 宮崎市 橘通東３－２－１０　みそのビル１Ｆ サービス JS-0001-9340

DogSalon ＊ ONE ＊ 宮崎市 橘通東３－２－２１　ＴＯＫＩＷＡ２４ビル２０１ サービス SL-2000-7279

agili 宮崎市 橘通東３－２－２１　ＴＯＫＩＷＡ２４ビル３０１ サービス JS-0001-8688

HAIRMAKENOVA 宮崎市 橘通東３－３－７　福田ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-7498

hair salon フラリト 宮崎市 橘通東４－６－７　小山ビル１０２ サービス JS-0000-2759

シャンプーボーイ宮崎駅前店 宮崎市 宮崎駅東２－２－３　リッチモンドホテル１Ｆ　 サービス ZN-0003-1019

kanaoa hair design 宮崎市 京塚町１２６－２　川崎ビル１Ｆ サービス JS-0002-5553

メリィ メリィ ヘアーハウス 宮崎市 錦町１－１０　宮崎グリーンスフィア壱番館２１２ サービス JS-0000-7594

フットサロン MONA 宮崎市 広島１－３－２　 サービス SL-2001-0411

as － uforhair 宮崎市 広島１－３－６　杉田ビル１Ｆ サービス JS-0000-7235

マッハ車検 宮崎恒久店 宮崎市 恒久１５６２－１ サービス JS-0001-7363

mono － coque 宮崎市 江平西２－１－４４　フレクション宮崎１０１ サービス SL-2000-2255

hairsalon Emiille 宮崎市 佐土原町下田島１９２７５－７ サービス JS-0003-2054

（有）シイ・シイ・エス 宮崎市 佐土原町東上那珂１８１２５－３ サービス JS-0003-4097

ながとも整骨院 宮崎市 昭和町７１－１ サービス JS-0005-6532

hair ＆ healing On 宮崎市 松山１－７－７　カロン旭通り１Ｆ サービス JS-0001-9311

CHUMS Designing Space 宮崎市 上野町７－７　石井ビル２Ｆ サービス SL-2000-6660

ガレージショップ ノン 宮崎市 新別府町前浜１４０１－１ サービス JS-0005-2462

hair salon REGOLITH 宮崎市 神宮２－２－１　けやきビル１Ｆ サービス JS-0001-8055

Lilian 宮崎市 神宮西１－１１２－２ サービス JS-0000-7940

TRENCH 宮崎市 神宮東１－７－２４　メゾンド神宮御苑１Ｆ サービス JS-0002-5745

ヘアー ラルテ 宮崎市 神宮東２－１０－３４　重永ビル１０１ サービス JS-0001-1486

フォトスタジオ ノザキ 宮崎市 瀬頭２－５－２ サービス JS-0000-5314

hair ENTO 宮崎市 清水３－１０－１２　南国ビル１Ｆ　 サービス SL-2000-2093

篠原動物病院 宮崎市 清水３－５－４ サービス JS-0001-2018

hair beige 宮崎市 清武町加納甲２６７２－３ サービス JS-0004-1601

プラハ美容室 宮崎市 清武町木原５７－２ サービス JS-0000-6692

Plaha 美容室 宮崎市 清武町木原５７－２ サービス JS-0005-9935

Crasca 宮崎市 青葉町１０９－３　ファミリーマンション青葉１－１Ｆ サービス SL-2000-3559

株式会社エボリューション 宮崎市 赤江１０５０－２ サービス JS-0003-8023

hair salon flat 宮崎市 船塚２－６－２　ソリッドグリーンＡ棟２Ｆ北 サービス JS-0004-0126

lotta 宮崎市 曽師町２０４　Ｍｙｚｒｅｆｅｅｌ曽師１０１ サービス JS-0003-1668

hair salon APPLI 宮崎市 大工１－１０－３７ サービス JS-0002-2683

タニグチオートサービス 宮崎市 大瀬町１６８４－２ サービス JS-0003-4696

松山獣医科病院 宮崎市 大塚町祝子前１７８１ サービス JS-0005-4368

HAIR CLUB ILLUSION 宮崎市 大塚町馬場崎３５９２－１　宅間アパート１０２ サービス JS-0000-5329

ほぐし専科 アロエ 宮崎市 大淀３－５－９ サービス JS-0004-0743

OBS 八健堂整骨院 宮崎市 島之内９２１２－４８ サービス JS-0005-6806
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美容室 Tiara 宮崎市 霧島２－２１０－５　　 サービス ZN-0002-9856

美容室 La・chou chou 宮崎市 矢の先町７９－１ サービス JS-0001-4218

RECARO 宮崎店 宮崎市 柳丸町１５３－１　パティオ柳丸Ｂ棟２－６ サービス JS-0005-6445

美容室 ライトハウス 宮崎市 淀川２－１－４－１ サービス JS-0003-5466

炙りダイニング 炭の音 宮崎市 阿波岐原町前浜４２７６－４３４　 その他 SL-2001-0136

宮崎キネマ館 宮崎市 橘通東３－１－１１　アゲインビル２Ｆ その他 JS-0005-4735

GREENROOM 宮崎市 宮脇町９５－４　 その他 SL-2000-2532

炭火焼肉みはら 宮崎市 青葉町７４ー１　青葉ビル１０１ その他 SL-2000-4643

ベルアローム 宮崎市 大工１－７－２３　 その他 SL-2000-0578

トレピウーノ ドルチェ 串間市 西方５７４０－１ サービス JS-0004-5131

花いちもんめ 児湯郡 高鍋町高鍋町７０６ 飲食店 JS-0001-4683

牛乃屋 児湯郡 高鍋町高鍋町８７８ 飲食店 JS-0004-1149

居酒屋 一本気 児湯郡 高鍋町高鍋町９００－１ 飲食店 JS-0001-5965

若寿し 児湯郡 高鍋町北高鍋１３３０－１ 飲食店 JS-0001-5888

嶋うた 児湯郡 高鍋町北高鍋１３５１－６　井上ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2419

ひさなが 児湯郡 川南町川南１３８８１－２ 飲食店 JS-0004-2601

大塚園 児湯郡 川南町川南１６７０９ 飲食店 JS-0000-8911

相馬印ばん店 児湯郡 高鍋町高鍋町６１１ ショッピング JS-0001-6491

［HC］株式会社高鍋電化センター 児湯郡 高鍋町北高鍋１０９１ ショッピング JS-0002-1537

macherie 高鍋店 児湯郡 高鍋町北高鍋２２７ ショッピング JS-0003-9898

関屋薬局 児湯郡 新富町富田１－２６－１ ショッピング JS-0004-8350

有限会社はまもとプロパンガス 児湯郡 川南町川南１３６７６ ショッピング JS-0005-0953

農家のレストラン三福 児湯郡 都農町川北２２９７８－４ ショッピング JS-0004-4082

VolontedeRyukyu 琉球の氣力 児湯郡 高鍋町蚊口浦５１３１－１０ サービス JS-0003-0775

LOFT hair place 児湯郡 高鍋町北高鍋１００３－２ サービス JS-0005-8186

石崎自動車工業所 児湯郡 新富町三納代１８６３－１ サービス JS-0005-5958

有限会社 第一自動車整備工業 児湯郡 川南町川南２０２３９ サービス JS-0002-7722

セブンプラザつの店 児湯郡 都農町川北１０４５－１　 その他 SL-2000-3955

kokoya de kobayashi 小林市 駅南２６７ 飲食店 JS-0003-9692

レストラン 德田や 小林市 堤２１３８－１　 飲食店 SL-2000-5018

ビーフクック黒毛和牛 小林市 北西方４０４７－１ 飲食店 JS-0005-8614

記念品のヨシムラ 小林市 細野１６０４－５ ショッピング JS-0005-8735

（株）西村楽器 小林店 小林市 細野１８９２ ショッピング JS-0000-3879

ジェリーズポップコーン 小林市 細野２０１１－２５　片平ビル１Ｆ　 ショッピング SL-2000-3369

手芸の店フレンド小林店 小林市 堤３００５－１２　サンキュー小林店内 ショッピング JS-0000-8501

村田椎茸本舗小林農場 小林市 南西方６２５４－８ ショッピング JS-0005-6290

高原アイスクリーム研究所 小林市 南西方９２４ ショッピング JS-0005-7889

株式会社城戸機械サービス 小林市 野尻町三ヶ野山３２１３－６９ ショッピング JS-0004-4019

蔵元動物病院 小林市 堤３１２４－６ サービス JS-0005-7012

二葉薬局 野尻 小林市 野尻町東麓１１７１－９ サービス JS-0004-1467

この花 西臼杵郡 高千穂町岩戸７９３－２　　 飲食店 ZN-2000-5246

前田菓子舗 西臼杵郡 高千穂町三田井１０２６－１２ ショッピング JS-0004-8993

興梠酒店 西臼杵郡 高千穂町三田井１１４５－４ ショッピング JS-0004-9010

高千穂あまてらす鉄道 西臼杵郡 高千穂町三田井１４２５－１ ショッピング JS-0005-6434
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石工房森のふくろう 西臼杵郡 日之影町七折２５１１　　 ショッピング ZN-2000-1931

Food Bar Oasis 西都市 御舟町２－８４－２ 飲食店 JS-0004-4111

あかのや 西都市 妻１６１３－３ 飲食店 JS-0004-8871

居酒屋 杉乃井 西都市 妻町３－１２ 飲食店 JS-0004-5693

浪花屋 西都市 桜川町２－１　ゼロビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8249

本部うなぎ屋 西都市 小野崎１－１１　　 飲食店 ZN-2000-2585

炭笑楽膳めがもん 西都市 小野崎１－６　小野崎ハイツ１０３ 飲食店 JS-0004-6483

ジキル TO ハイド 西都市 小野崎１－８２　比江島ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2489

マダムハウス 西都店 西都市 右松２１１１　Ａコープさいと店（敷地内） ショッピング JS-0002-2050

井上タイヤセンター 西都市 岡富８７０－１ ショッピング JS-0001-8125

西都家具センター 西都市 妻１６３６－２ ショッピング JS-0004-9056

光井家具本店 西都市 妻１７０３ ショッピング JS-0000-2199

Radical market 西都市 小野崎１－３１ ショッピング SL-2000-5674

シューズ＆バッグ Will 西都市 小野崎１－７６　コミュニティプラザパオ１F ショッピング JS-0005-6440

Sala de sonar 西都市 小野崎１－７６　コミュニティプラザパオ１F ショッピング SL-2000-5994

株式会社 市原呉服店 西都市 小野崎１－９０　 ショッピング SL-2000-8220

水野屋 西都本店 西都市 中妻１－１２ ショッピング JS-0001-6891

有限会社日向機械 西都市 童子丸２１６－２ ショッピング JS-0001-8203

久保自動車 西都市 平郡５９６－１ ショッピング JS-0001-8248

やの動物病院 西都市 右松３２４１ サービス JS-0002-6414

株式会社中尾自動車 西都市 三宅２４８２－４ サービス JS-0003-8150

奥口商店 西都市 小野崎１－６１　　 サービス ZN-0002-6436

sans．aim 西都市 聖陵町１－４７ サービス JS-0004-1720

産直・焼肉 中村牛舎 都城市 栄町２０－１ 飲食店 JS-0002-0799

隠れ家酒場 ろじうら 都城市 栄町６－２　藤田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4594

創作料理 Kossan 都城市 栄町７－１１　竹乃屋ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5014

あぶり七輪しせん 都城市 栄町７－１１　宝ビル１０１ 飲食店 JS-0003-2488

Middle 都城市 栄町７－８　　 飲食店 ZN-0002-2931

戦国やき鳥 よっ田や栄町店 都城市 栄町７－９ 飲食店 JS-0001-8519

旬の味 若人 都城市 乙房町１６５３－１ 飲食店 JS-0004-4705

七福輪 都城市 久保原町９－３－１７ 飲食店 JS-0005-9863

沖縄料理いちゃりば 都城市 久保原町９－３－３９ 飲食店 JS-0004-2439

焼肉みひろ広原店 都城市 広原町１０－８－１　　 飲食店 ZN-0001-5129

うなまさ 都城市 高崎町大牟田７４ 飲食店 JS-0004-9057

焼肉酒家 大門 都城市 若葉町６３－２－４　 飲食店 SL-2000-5301

ディナーレストラン Ryu 都城市 菖蒲原町２５－７ 飲食店 JS-0001-7318

伊織 都城市 上町８－２ 飲食店 JS-0001-0930

やいちゃッ亭 都城市 前田町１６－２１　 飲食店 SL-2000-8848

ステーキ焼肉海鮮さこま 都城市 大王町４３－１１－１ 飲食店 JS-0000-1691

寿し処ささぐり 都城市 大王町５４－２　　 飲食店 ZN-0001-4990

栄楽 都城市 中町２－３　　 飲食店 ZN-0001-5074

レストランプティ・フール 都城市 年見町２２－４　　 飲食店 ZN-2000-3105

お茶の間ひよっこ 都城市 平江町１４－１６ 飲食店 JS-0002-0800

鶏処きじや 都城市 牟田町１０－１１　アルザビル１F 飲食店 JS-0005-5631
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とり善 都城市 牟田町１０－１６ 飲食店 JS-0005-2564

京料理 だるまや 都城市 牟田町１０－３ 飲食店 JS-0000-6691

鉄板焼きお好み焼きいずみ 都城市 牟田町１０－８　銀座プラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1318

居酒屋 よし家 都城市 牟田町１１－９ 飲食店 JS-0004-4767

水菜月 都城市 牟田町１８－１２－１　　 飲食店 ZN-2000-3391

焼肉みひろ牟田町店 都城市 牟田町１８－３　　 飲食店 ZN-0001-5130

ニュ－クラブアンジュ 都城市 牟田町１９－１１　銀座ハウスビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8231

牟田町牛匠 都城市 牟田町２０－５　尾崎ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5021

天麩羅 よし吉 都城市 牟田町２２－１４　縁ビル奥２Ｆ 飲食店 JS-0001-6774

本宮崎肉 領山 都城市 牟田町２３－１２ 飲食店 JS-0000-4066

RYOZAN 都城市 牟田町２３－１２　２Ｆ 飲食店 JS-0000-6161

ONWA 都城市 牟田町２３－２ 飲食店 JS-0001-2252

焼肉輝紫苑 都城市 牟田町２３－２－１　カーサメドレーテナントＢ 飲食店 JS-0005-9505

焼肉 久米村 都城市 牟田町６－２ 飲食店 JS-0004-2985

とり乃屋 都城市 牟田町６－７－１　　 飲食店 ZN-0001-4980

南都乃風 都城市 牟田町７－７　セントレアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1319

株式会社呉服の丸中 都城市 栄町１４－３ ショッピング JS-0002-7183

パティスリー＆カフェピエール 都城市 五十町１６３７－５ ショッピング JS-0004-8221

ディライトサーフィンサービス 都城市 広原町１０－６ ショッピング SL-2000-1086

村岡宝飾店 都城市 広原町２０－３－２ ショッピング JS-0004-2079

アフランシール都城店 都城市 広原町２８－２３ ショッピング JS-0001-4164

リカー＆コンビニ KUMAHARA 都城市 甲斐元町３－１５ ショッピング JS-0005-4714

みしん市場 都城店 都城市 妻ヶ丘町１５－１２ ショッピング JS-0002-8537

（株）西村楽器 都城店 都城市 妻ヶ丘町２９－１３ ショッピング JS-0000-3893

安藤酒店 都城市 山田町中霧島３１６２－１ ショッピング JS-0005-9982

宮崎高砂工業株式会社 レンガ市場 都城市 山之口町山之口３３８８－１ ショッピング JS-0003-3765

おさかな直売センター国丸 都城市 祝吉２－３－１５ ショッピング JS-0005-8006

CONCOURSE AULICO 都城市 松元町１－１　 ショッピング ZN-2000-3843

FT cars 都城市 上川東４－２－１８ ショッピング JS-0002-9920

Shichifuku 都城市 上町８－１２ ショッピング JS-0004-1178

有限会社 川原刃物店 都城市 前田町２－１１ ショッピング JS-0001-0729

菓子工房 一喜 都城市 鷹尾２－１７－１６ ショッピング JS-0005-6253

M selection 都城市 中町１３－１０　シャンソンビル１F ショッピング JS-0004-8367

有限会社関タイヤ商会 都城市 都北町１６４４－１ ショッピング JS-0004-2446

レジァンス都城店 都城市 東町１２－３１ ショッピング JS-0003-8749

観音池ポ－ク　南横市店 都城市 南横市町１０４９－２　　 ショッピング PK-0000-8800

ネオプラスタカヤマ タカオ店 都城市 南鷹尾町２５－１２－１ ショッピング JS-0005-3640

MAKANA 都城市 年見町９－１３　　 ショッピング ZN-2000-3786

Z ー ZONE 都城市 平江町４２－１２ ショッピング JS-0005-5097

ワルツ 都城市 蓑原町２３１８－６　 ショッピング SL-2000-7496

（株）はざま牧場 お肉と野菜館 都城市 野々美谷町１９３６－１ ショッピング JS-0002-6773

ヘアーサロン BAGUS 都城市 花繰町１２－８ サービス JS-0000-7950

bench － hair 都城市 吉尾町７８７－５ サービス JS-0001-6589

（株）ボディペイントライズ 都城市 五十町５１１１－８ サービス JS-0003-7273
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RE － BORN 都城市 広原町１５－４－１ サービス JS-0001-0774

sHiErO Hair 都城市 山田町中霧島３８８５－４ サービス JS-0001-8580

ひまわり薬局 都城市 志比田町４９０７－３ サービス JS-0002-9610

LiLLhair 都城市 祝吉１－１－４　　 サービス ZN-2000-3567

Anera Relaxsis 都城市 鷹尾３－４－１ サービス JS-0002-8955

move by 美雨 都城市 鷹尾３－４－９　ヴァン・デ・ヴェル１０１ サービス SL-2000-0389

BRIGHT FACTORY 都城市 中町１２－２２　 サービス SL-2000-9735

ヘアーステージ アドア 都城店 都城市 都北町１５６９－８ サービス SL-2000-8423

エナツ車検センター 都城市 都北町７６７６ サービス JS-0002-3764

美容室 ID 都城市 東町１４－１５　 サービス SL-2000-2212

とまと薬局 都城店 都城市 南鷹尾町２４－３ サービス JS-0002-7538

hairniko 都城市 平江町３９－７　　 サービス ZN-0002-4821

鍵職人 都城市 上東町１０－１２　 その他 SL-2000-9512

焼肉さかえ 東臼杵郡 門川町西栄町２－１－１６ 飲食店 JS-0003-5623

カフェレストラン ルスト 東臼杵郡 門川町中須４－７－３ 飲食店 JS-0005-6789

椎葉村物産センター 平家本陣 東臼杵郡 椎葉村下福良５０９－２３ ショッピング JS-0002-7635

ダイボ石材店門川展示場 東臼杵郡 門川町加草２－１２８　　 ショッピング PK-0000-0065

有限会社くろきや 東臼杵郡 門川町中須２－５－８ ショッピング JS-0001-8287

フード＆グッズアンテナショップサーテ 東臼杵郡 門川町門川尾末８４９９　　 ショッピング ZN-2000-4682

そば処まる 東諸県郡 綾町南俣６８９ 飲食店 JS-0002-7381

綾ふれあい館 東諸県郡 綾町南俣３２９－１　綾ふれあい館１Ｆ ショッピング JS-0002-7580

綾．国際クラフトの城 東諸県郡 綾町北俣１０１２ ショッピング JS-0003-6348

綾馬事公苑 東諸県郡 綾町北俣２６８７ ショッピング JS-0003-6864

アイトップ国富店 東諸県郡 国富町本庄４４７０－６　 ショッピング SL-2001-1199

綾ペットクリニック 東諸県郡 綾町北俣２８９－１１ サービス JS-0005-0533

トライアングル 東諸県郡 国富町本庄４５９１－３ エンターテインメント JS-0002-6437

神田川グルメ館 日向店 日向市 亀崎２－１４ 飲食店 JS-0003-1981

ながとも 財光寺店 日向市 財光寺２４２－１ 飲食店 JS-0003-9099

絆 日向市 上町１０－５　丸玉第二ビル１０２ 飲食店 JS-0002-9960

とんぼ 504 日向市 上町１１－３ 飲食店 JS-0001-7374

ながとも はなれ 日向市 上町１１－８ 飲食店 JS-0003-8695

鳥将軍 日向市 上町１４－１０　　 飲食店 ZN-0001-4884

赤兵衛 日向市 上町１７－３ 飲食店 JS-0000-1682

AGHARTA 日向市 上町９－８　　 飲食店 ZN-2000-3852

THE YAKINIKU 日向市 上町９－８　ＡＳＬビル２F 飲食店 JS-0005-7898

花の都 日向市 新生町２－５９－５ 飲食店 JS-0004-9502

comfort cafe ＆ bar BUCKAYRO 日向市 都町１０７４９－８　 飲食店 SL-2000-9000

鷹匠 日向市 都町１１－５ 飲食店 JS-0005-8280

旬菜や 日向市 都町４－３　　 飲食店 ZN-0001-5003

根来 日向市 都町９－１０　　 飲食店 ZN-0001-5090

ながとも 本店 日向市 本町１１－１ 飲食店 JS-0003-8694

SweetsCafe SEIKADO 日向市 本町９－１２　２Ｆ 飲食店 JS-0004-2847

おざきコンタクト 日向市 亀崎１－１５ ショッピング JS-0003-6517

Partire 日向市 亀崎２－１０３　安田住宅 ショッピング JS-0005-4309
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アフランシール〔アパレル〕 日向市 亀崎東１－１１６　１Ｆ ショッピング JS-0001-0137

アフランシール〔ネット〕 日向市 亀崎東１－１１６　１Ｆ ショッピング JS-0001-0177

アフランシール〔ファンシー〕 日向市 亀崎東１－１１６　１Ｆ ショッピング JS-0002-9398

アフランシール〔インテリア〕 日向市 亀崎東１－１１６　２Ｆ ショッピング JS-0001-0138

マリイルウ 日向市 原町１－１－１３　 ショッピング SL-2000-3722

有限会社イナミツ堂 日向市 原町３－５－１１ ショッピング JS-0004-7007

サザンラガー 日向市 春原町１－４ ショッピング JS-0004-7631

Sweet Soul 日向市 上町４－６ ショッピング JS-0003-2754

勉強堂 日向市 中町１－３８ ショッピング JS-0004-2927

マリ－ンフェニックス薬局 日向市 日知屋７６２４－１４　　 ショッピング PK-0000-8940

千代田病院売店 日向市 日知屋古田町８８ ショッピング JS-0005-4144

藤原酒店 日向支店 日向市 富高６６６６－５ ショッピング JS-0005-7365

SUNRISE ー SURFSHOP 日向市 平岩１０８７３－９ ショッピング JS-0005-5347

SweetsCafe SEIKADO 日向市 本町９－１２　１Ｆ ショッピング JS-0004-2872

hairsalonyou 日向市 永江町１－１０ サービス JS-0003-8156

富高薬局 原町支店 日向市 原町１－２－５ サービス JS-0001-6830

ヘアステージ・ハートレイ 日向店 日向市 向江町１－２０４ サービス JS-0000-9597

富高薬局 GrandSone 日向市 曽根町３－２３ サービス JS-0001-7800

酒乃宮崎 日向市 原町１－１１　 その他 SL-2000-7675

七輪 日向市 上町１１－７　 その他 SL-2000-3088

味房旬やまおか 日南市 岩崎２－４－１６　　 飲食店 ZN-0001-4986

山椒 日南市 戸高２－５－４ 飲食店 JS-0004-7861

大清 日南市 吾田東１１－６－１　　 飲食店 ZN-0001-4999

かつかい州 日南市 中央通１－８－２０ 飲食店 JS-0002-1573

喜庵一能 日南市 飫肥５－２－４１ 飲食店 JS-0004-5111

あさひや 日南市 岩崎３－７－１５ ショッピング JS-0004-7963

二代目湯浅豆腐店 日南市 岩崎３－７－３２ ショッピング JS-0005-6246

靴のポーザー 日南市 材木町１　サピア日南ＳＣ１Ｆ ショッピング JS-0005-3954

有限会社ユー 日南市 材木町４－１　サピア１Ｆ ショッピング JS-0002-0968

三浦商事株式会社 日南市 上平野町１－１１ ショッピング JS-0005-3407

杉村物産株式会社 日南市 上平野町１－２－１１ ショッピング JS-0004-6135

株式会社大洋商会 日南市 上平野町１－３－５ ショッピング JS-0001-7275

シューズハウス 日南 日南市 上平野町１－４－２ ショッピング JS-0000-3470

有限会社オートフィールド 日南市 西弁分４－１－４ ショッピング JS-0002-1564

LC 香りカフェ 日南市 富土４０２８－４　潮の杜 ショッピング SL-2000-8907

Produce 日南市 木山３－１－２７ ショッピング JS-0003-5565

工芸ぎゃらり－後町 日南市 飫肥８－６－１ ショッピング JS-0004-6575

hair ＆ make Cosmic 日南市 上平野町２－１５－１ サービス JS-0001-6173

REAN 日南市 星倉１－５－２０ サービス JS-0002-6413

FreeStyle EM × WI 日南市 西弁分３－１－１１ サービス JS-0002-6435

まちのくすりやさん 日南市 材木町１　サピア日南ショッピングセンター内　 その他 SL-2000-5348

上水園 北諸県郡 三股町樺山２７５９ 飲食店 JS-0001-2156

大坪酒店 北諸県郡 三股町宮村２９７８－４ ショッピング JS-0003-7156

靴のヒダカ 北諸県郡 三股町宮村一万城２８５５－１４ ショッピング JS-0005-7466
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ヘアーアトリエ ケイリクス 北諸県郡 三股町樺山４５７３－６９ サービス JS-0001-9622

ラブアンドピース 北諸県郡 三股町稗田４９－３　　 サービス ZN-2000-3498


