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あじまさ 新潟市江南区 元町１－４－１５ 飲食店 JS-0001-7685

couturier ichigo 新潟市江南区 元町３－３－１６ ショッピング JS-0002-1659

BULKHEAD 新潟市江南区 所島２－３－１７ ショッピング JS-0003-8139

花のきむら 新潟市江南区 東船場３－２－６　　 ショッピング ZN-0002-6874

新潟中央部品 新潟店 新潟市江南区 東早通４－１－５ ショッピング JS-0001-5823

bambu hair lab． 新潟市江南区 いぶき野１－６－１０ サービス JS-0000-8291

美容室 NORI 新潟市江南区 横越中央１－９－１７ サービス JS-0000-5095

GIRAFFE　ワリノ 新潟市江南区 割野４２３５－１　　 サービス PK-0000-7764

CLOW 新潟市江南区 五月町２－９３２－２ サービス JS-0004-0658

美容室ネスト 新潟市江南区 早通２－６－３　 サービス SL-2000-5050

FAI’SHAIRBeyon 新潟市江南区 天野２－１２－２６ サービス JS-0003-4805

マルイチ風間自動車 新潟市江南区 北山２８５－７　　 サービス PK-0000-7671

ダイマック亀田店 新潟市江南区 早苗２－２－３１　 その他 SL-2000-3361

じどっこ酒場鶏頂天 新潟市秋葉区 新津本町１－７－３６ 飲食店 JS-0005-3347

やきとり大吉新津駅前店 新潟市秋葉区 新津本町１－７－４８　　 飲食店 ZN-2000-6677

カジュアルハウス URBENE 新潟市秋葉区 さつき野１－４－４ ショッピング JS-0000-7751

オートサービス新津 新潟市秋葉区 新町３－６－１５ ショッピング JS-0001-9605

むらき呉服店 新潟市秋葉区 新津本町３－７－３９ ショッピング JS-0002-0424

ピザテン・フォ－　新潟新津善道店 1 新潟市秋葉区 善道町２－１２－２９　高橋ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8673

ウメザワドライ新津営業所店 新潟市秋葉区 荻島２－３３－１６ サービス JS-0005-9722

hair ＋ relaxnel － sole 新潟市秋葉区 荻野町１７－１４ サービス JS-0001-2072

Be happy Laugh 新潟市秋葉区 吉岡町３－２３　 サービス SL-2000-9667

美容室ぶんぶん　金沢店 新潟市秋葉区 金沢町１－６－２１　　 サービス PK-0000-7716

BadekurHair 新潟市秋葉区 新津東町１－１０－４２－３ サービス JS-0000-9198

サロンドケイ 新潟市秋葉区 新津本町２－３－４ サービス JS-0001-9824

カットまい 新潟市秋葉区 新津本町４－１５－１５　　 サービス PK-0000-7718

スタジオサカヅメ 新潟市秋葉区 善道町２－１１－２９ サービス JS-0002-0300

美容室 Feel 新潟市秋葉区 程島１８７６－１６　 サービス SL-2001-0633

ヘアーパレス フタバ 新潟市秋葉区 美幸町３－６－２　 サービス SL-2001-0632

美容室シンシア 新潟市秋葉区 美善２－１１－９ サービス JS-0001-2045

割烹渡辺 新潟市西蒲区 巻甲２６１２ 飲食店 JS-0004-1217

きものほんだん 新潟市西蒲区 巻甲４０５２－１ ショッピング JS-0000-1466

オートショップカサハラ 新潟市西蒲区 和納１５５４－３ ショッピング JS-0002-2169

大手薬品新潟和納店 新潟市西蒲区 和納１６５０－１ ショッピング JS-0004-2116

カラオケマイム巻店 新潟市西蒲区 巻甲４１５８－２　　 エンターテインメント ZN-0001-4449

備長炭焼肉てんてん　亀貝店 新潟市西区 亀貝３０４８ 飲食店 AL-0000-0175

さくらの町屋 新潟市西区 坂井東３－２８－６ 飲食店 JS-0001-6280

フレンチ食堂ブラッスリー・ポー 新潟市西区 坂井東４－１５－１６　カジタケビルディング 飲食店 JS-0001-5224

叶味家　本社　A 新潟市西区 山田２３１０－１　　 飲食店 PK-0000-8298

済生会新潟 カフェコア 新潟市西区 寺地２８０－７ 飲食店 JS-0005-4557
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交響楽 新潟市西区 寺尾東１－１０－１８ 飲食店 JS-0005-7711

DINING SPACE 2002 DA 新潟市西区 小新西３－６－１３ 飲食店 JS-0005-8035

赤から 新潟小新店 新潟市西区 小新大通２－２－８ 飲食店 JS-0003-3747

餃子日和わらん新潟西店 新潟市西区 小新南２－２－４３ 飲食店 JS-0001-4362

旬魚酒菜五郎 新潟市西区 小新南２－６－１３ 飲食店 JS-0001-2957

ハレルヤ 新潟市西区 小針が丘２－５５　プラザこばり１Ｆ 飲食店 JS-0001-2612

居酒屋 串や 新潟市西区 青山８－２－１８ 飲食店 JS-0005-9163

虎二 新潟市西区 善久７９８－３ 飲食店 JS-0005-0219

サフィニア 新潟市西区 大学南１－７８０２－１－Ｂ 飲食店 JS-0003-3157

ラグナグ 青山店 新潟市西区 東青山１－６－３ 飲食店 JS-0003-1341

Cafe ＆ Bal Nature 新潟市西区 内野町４２６－２ 飲食店 JS-0001-5067

炭香 新潟市西区 平島２－１－３ 飲食店 JS-0004-1710

貴餅 新潟市西区 坂井東２－１３－１８　　 ショッピング ZN-0003-1709

新潟ふるさと村 新潟市西区 山田２３０７　 ショッピング SL-2001-1616

ふるさとのれん街 新潟市西区 山田２３０７　 ショッピング SL-2001-1617

田中屋 本店 新潟市西区 山田２３０７　 ショッピング SL-2001-1618

新潟ふるさと村 酒 新潟市西区 山田２３０７　 ショッピング SL-2001-1619

新潟ふるさと村 2 新潟市西区 山田２３０７　 ショッピング SL-2001-1620

新潟ふるさと村 3 新潟市西区 山田２３０７　 ショッピング SL-2001-1621

新潟ふるさと村特産品 A1 新潟市西区 山田２３０７　 ショッピング SL-2001-1622

新潟ふるさと村特産品 A2 新潟市西区 山田２３０７　 ショッピング SL-2001-1623

新潟ふるさと村特産品 A3 新潟市西区 山田２３０７　 ショッピング SL-2001-1624

新潟ふるさと村特産品 A5 新潟市西区 山田２３０７　 ショッピング SL-2001-1625

オートコレクション 新潟市西区 山田２５１８－１ ショッピング JS-0002-0737

サントノーレ 新潟店 新潟市西区 山田２７　 ショッピング SL-2001-0846

ペットショップふしみ 新潟小新店 新潟市西区 小新４－９－１５　ペットワールドアミーゴ内 ショッピング JS-0002-2499

文具館タキザワ小針店 新潟市西区 小針３－１－１ ショッピング JS-0004-5044

アシスト INC 青山店 新潟市西区 小針上山４－３６ ショッピング JS-0000-7433

ニューショップハル 新潟市西区 小針西２－６－２９ ショッピング JS-0004-5888

いずみや 新潟市西区 小針台１－９ ショッピング JS-0001-9548

パティスリー グレヌ 新潟市西区 新通南２－１７－１０　 ショッピング SL-2000-9164

国立西新潟中央病院売店 新潟市西区 真砂１－１４－１ ショッピング JS-0005-4262

ソウルラヴ サーフショップ 新潟市西区 真砂２－１４－１８　コーポカワカミ１Ｆ ショッピング SL-2000-6475

れんずかんぱにー大学前店 新潟市西区 大学南１－６６７５－９ ショッピング JS-0000-7734

おしゃれの店　JUN 新潟市西区 内野町１０４８－１　　 ショッピング PK-0000-8962

大手薬局平島店 新潟市西区 平島１－１８－２３ ショッピング JS-0005-0964

［HC］株式会社コスモデンキ 新潟市西区 槇尾４３４－１ ショッピング JS-0001-8172

Frolic 新潟市西区 五十嵐中島４－２２－５１　ジュネス６－１Ｆ－Ｃ サービス JS-0002-7263

美容室アイム 新潟市西区 五十嵐中島４－２２－９ サービス JS-0002-6891

ウイステリア 新潟市西区 坂井東２－１－１６　 サービス SL-2000-3079

美容室 ジェード 新潟市西区 坂井東３－１５－１４ サービス JS-0001-9754

Recasu hair space 新潟市西区 山田５７０－３ サービス JS-0001-3054

パームトゥリー 新潟市西区 寺尾１０－３３　福田ビル１０１　 サービス SL-2000-1412

HAIRSALON 華 新潟市西区 寺尾西５－７－３８ サービス JS-0001-4884
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Hair salon Felice 新潟市西区 寺尾台２－４－４６ サービス JS-0001-7478

PLACE － 2 NISHINO 新潟市西区 寺尾朝日通５－３０ サービス JS-0001-7125

株式会社エステック・ジャパン 新潟市西区 小新１－５－８ サービス JS-0002-3891

ア・ドゥヘアー 新潟市西区 小新４－９－２７ サービス JS-0002-7809

ミリオンペット小新店 新潟市西区 小新南１－２－２０ サービス SL-2000-3833

Hair salon enn 新潟市西区 小新南２－６－１５　マイハウスパティオ４Ｂ サービス JS-0004-0471

Jclub 新潟市西区 小針４－５－４ サービス JS-0000-2026

Lelouch 新潟市西区 小針５－８－１７　ワタベビル３ サービス JS-0002-0918

ChainCrew’shair 新潟市西区 松海が丘４－５－３ サービス JS-0000-7347

小湊自動車 新潟市西区 新中浜４－５－２ サービス JS-0002-4362

美容室椿家 新潟市西区 新通南３－５－２６ サービス JS-0002-7702

red mint city 新潟市西区 鳥原８７－２ サービス JS-0002-8196

レンタルのニッケン 新潟西営業所 新潟市西区 的場流通２－４－６ サービス JS-0003-2497

RAPPORT 新潟市西区 東青山１－５－１　プロローグ青山１Ｆ－Ａ サービス JS-0000-7394

miroku － hair 新潟市西区 内野戸中才１５０１－１８ サービス JS-0000-8128

PETSALON partnerdog 新潟市西区 平島１３２４－１ サービス JS-0001-3254

＠ HOME 新潟市西区 平島２－５－２ サービス JS-0003-9680

カラオケマイム青山店 新潟市西区 青山４－７－１５　　 エンターテインメント ZN-0001-4329

備長炭焼肉 てんてん女池店 新潟市中央区 愛宕３－９－５ 飲食店 JS-0000-1577

日本料理安曽 新潟市中央区 下大川前通４ノ町２１８９ 飲食店 JS-0003-2534

蕎麦本陣大はし 新潟市中央区 花園１－２－２　ガレッソ１Ｆ 飲食店 JS-0005-4559

個室居酒屋 もみじ苑／新潟屋 新潟市中央区 花園１－２－２　コープシティＧＡＲＥＳＳＯ３Ｆ 飲食店 JS-0003-5127

一軒め酒場新潟駅前 新潟市中央区 花園１－３－２　ＩＭＡビル２　 飲食店 ZN-0001-4513

丸十 新潟市中央区 花園１－５－８ 飲食店 JS-0001-3036

ラ・ファットリア 新潟市中央区 花園１－６－２９　ワタシンビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-0959

瓢寿司 新潟市中央区 関屋田町３－３５６－１ 飲食店 JS-0000-4972

焼肉牡丹 古町 6 番町本店 新潟市中央区 古町通６番町９７８ 飲食店 JS-0001-3269

須坂屋そば古町店 新潟市中央区 古町通７番町１００２－１　　 飲食店 ZN-2000-7458

しゃぶしゃぶ 芋つる 新潟店 新潟市中央区 古町通７番町１００４－２　Ｋー１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5470

貝楽酒場たらふくうなり 新潟市中央区 古町通８番町１４３７－６　　 飲食店 ZN-2000-5325

わいんばーあべ 新潟市中央区 古町通８番町１４４２　辰丸会館１Ｆ 飲食店 SL-2000-9545

慈庵 新潟市中央区 古町通８番町１４５２　サンエイトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4280

BARACE 新潟市中央区 古町通８番町１４５２－１　鳥屋野不動産古町ビル４Ｆ－Ｂ 飲食店 ZN-2000-4500

カマラード 新潟市中央区 古町通８番町１４９０　 飲食店 SL-2000-6575

Bars．t 新潟市中央区 古町通８番町１４９９－１　プラザ８－２－３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2940

海鮮居酒屋 かがり 新潟市中央区 古町通８番町１４９９－２ 飲食店 JS-0005-7332

ダッサス 新潟市中央区 古町通８番町１５０１　国際ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0988

ジョー 新潟市中央区 古町通８番町１５０４　江部ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4421

地酒と焼肴 古町 山田家 新潟市中央区 古町通８番町１５０４　江部ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-1493

すずむら 新潟市中央区 古町通８番町１５０５　１２Ｆ 飲食店 JS-0004-0297

深酒マリコ 新潟市中央区 古町通８番町１５０５－６ 飲食店 JS-0004-5752

新潟もつ焼塩田屋 新潟市中央区 古町通８番町１５０８　永喜多ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1562

チャングム 新潟市中央区 古町通８番町１５０８　来々軒ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9598

おばんざい家 穂 新潟市中央区 古町通９番町１４６２ 飲食店 JS-0001-4786
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ひのと 新潟市中央区 古町通９番町１４６８ 飲食店 JS-0001-7718

中中屋 新潟市中央区 古町通９番町１４７５　産愛第６ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1300

宇宙色の鼻 新潟市中央区 古町通９番町１４７５　芳眞ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4386

味処いづも 新潟市中央区 古町通９番町１４８１ 飲食店 JS-0001-2981

雪花 新潟市中央区 古町通９番町１４８１－１ 飲食店 JS-0001-2908

鮨はたけやま 新潟市中央区 古町通９番町１４８５　燕ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4500

酒と肴のぶ 新潟市中央区 古町通八番町１４３７－６　２Ｆ 飲食店 SL-2000-0063

ザ・アルケミストバーアンドダイニング 新潟市中央区 笹口１－１０－２０　メゾン南の風１Ｆ 飲食店 JS-0003-3717

馳走 DINING 航 新潟市中央区 笹口１－１３－２５　まるよし第１６ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-9372

LoungeBarSASAKI 新潟市中央区 笹口１－１８－１　八重州ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4364

五郎けやき通り店 新潟市中央区 笹口１－１９－１９　２Ｆ 飲食店 JS-0003-0317

フーズバーささき 新潟市中央区 笹口１－２　　 飲食店 ZN-2000-1944

エルミラソル 新潟市中央区 笹口２－１１－２９ 飲食店 JS-0000-7965

備長炭焼肉てんてんけやき通店 新潟市中央区 笹口２－２－６ 飲食店 JS-0000-1527

焼肉あじめ 新潟市中央区 山二ツ２－１６－６ 飲食店 JS-0003-2870

隠れや空間 夜座和 新潟市中央区 出来島２－１４－１６　アルゴ天神山１Ｆ－Ｃ 飲食店 JS-0000-4143

イタリアンレストラン SPSGIFT 新潟市中央区 出来島２－１４－１６　アルゴ天神山１ＦテナントＢ２ 飲食店 JS-0001-4094

Restaurant Iso 新潟市中央区 春日町７－１３ 飲食店 JS-0002-2885

おとぎ屋珈琲店女池店 新潟市中央区 女池神明１－１－２ 飲食店 JS-0005-9085

寿し処 ゆう 新潟市中央区 沼垂西３－１０－３　　 飲食店 ZN-0001-4403

新潟市民カフェコア 新潟市中央区 鐘木４６３－７ 飲食店 JS-0005-4348

多来 新潟市中央区 上近江４－２－２０　 飲食店 SL-2000-6952

はつね寿司 新潟市中央区 上大川前通７番町１２３８ 飲食店 JS-0000-9701

リストランテ ささき 新潟市中央区 西厩島町２３３８－１　　 飲食店 ZN-0001-4282

オステリアバッコ 新潟市中央区 西大畑町５９１－１－１０３号 飲食店 JS-0001-1817

フランス料理セサミ 新潟市中央区 西大畑町６０１－５　ときわマンション１Ｆ 飲食店 JS-0000-6678

焼肉道場 新潟古町店 新潟市中央区 西堀前通７番町９２８ 飲食店 JS-0002-6444

御米屋古町店 新潟市中央区 西堀前通７番町９３０　　 飲食店 ZN-0001-4291

イッシモ 新潟市中央区 西堀前通８番町１５１２－２　ジョイパレス白亜館８Ｆ 飲食店 JS-0003-0109

酒肴 そら 新潟市中央区 西堀前通８番町１５１５　ＹＵＵビル１０３ 飲食店 JS-0002-6662

Salud 新潟市中央区 西堀前通８番町１５１５　ＹｕｕビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1558

焼鳥まつ本 新潟市中央区 西堀前通８番町１５１６　魚がしビル 飲食店 JS-0004-1589

ジュリア 新潟市中央区 西堀前通８番町１５１８　カシマヤビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0982

よもぎや 新潟市中央区 西堀前通８番町１５１９　浅草ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0207

亜希 新潟市中央区 西堀前通８番町１５１９－４　大川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4419

Matilda 新潟市中央区 西堀前通８番町１５２２－１　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4273

和の食小幸 新潟市中央区 西堀前通８番町１５２４－２　古町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7460

たまり barPeace 新潟市中央区 西堀前通８番町１５２７　春日井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1259

One O One 新潟市中央区 西堀前通８番町１５２７　春日井ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-5332

越後のうまいもん小屋 蒲原甚八 新潟市中央区 西堀前通９番町１５２８　 飲食店 SL-2000-4755

酒肴の店かんだ 新潟市中央区 西堀前通９番町１５３１　ベラミビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4357

モルトバー ジャンヌ 新潟市中央区 西堀前通９番町１５４２　エスカイア西堀富士館３Ｆ 飲食店 SL-2000-7856

ワインとつまみのお店 5 新潟市中央区 西堀通５番町８５６－４　　 飲食店 ZN-0001-4460

Fiorita 新潟市中央区 西堀通６番町８７６　千歳ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7634
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すし清矢ヶ崎 新潟市中央区 礎町通１ノ町１９５１－２　　 飲食店 ZN-0001-4474

日本料理長南 新潟市中央区 礎町通１ノ町１９６６　シャトー礎１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4298

佳肴あさひ山 新潟市中央区 天神１－１２－７　ＬＥＸＮ１－１－１　 飲食店 ZN-2000-0202

蕎麦佳肴五常 新潟市中央区 天神１－１８－１５　 飲食店 SL-2000-6241

鉄板焼 Ekyu 新潟市中央区 天神１－１９－５　８８ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-6815

割烹あわしま 新潟市中央区 東大通１－１０－１３ 飲食店 JS-0000-8362

フード＆カラオケマジックバー dada 新潟市中央区 東大通１－１１－１２　パルコミニオン５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4515

海鮮居酒屋 たへじ 新潟市中央区 東大通１－１１－１２　パルコミニオンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3154

お食事処こでまり 新潟市中央区 東大通１－１１－１２　パルコミニオンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5451

新潟酒場 七福 新潟市中央区 東大通１－２－１０　　 飲食店 ZN-0001-4303

新潟地酒 BASE 膳 新潟市中央区 東大通１－２－１１　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1668

十三夜 新潟市中央区 東大通１－５－１０　松原第１ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-0893

BarMarukou 新潟市中央区 東大通１－５－１０　松原第一ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1385

新潟の味ふく田 新潟市中央区 東大通１－５－２２　　 飲食店 ZN-0001-4297

やきとり真っ赤な太陽 新潟市中央区 東大通１－５－２２　来々軒駅前第２ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-9901

和食割烹 けんしん 新潟本店 新潟市中央区 東大通１－５－２７　駅前セーヌビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7503

めしと酒善丸 新潟市中央区 東大通１－６－１１　東大通りＧＲビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4455

aobar 新潟市中央区 東大通１－６－１１　東大通蔵ビル２Ｆ－２０２ 飲食店 JS-0004-2114

越後吉平 新潟市中央区 東大通１－６－１９　１番館ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0450

ARIEL 新潟市中央区 東大通１－６－２６　ソフィアビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4105

もつ鍋漢桜 新潟市中央区 東大通１－６－８ 飲食店 JS-0001-2994

AJi の極 新潟市中央区 東大通１－７－１　第一ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4315

アーラカフェダイニング 新潟市中央区 東大通１－７－１　第一ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4494

一軒め酒場東大通り店 新潟市中央区 東大通１－７－２　村信ビル　 飲食店 ZN-2000-5363

ちょこざいや伝 新潟市中央区 東大通１－７－２　村信ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2200

多彩居酒屋よりみち 新潟市中央区 東大通１－７－３０　ホワイトビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-3070

真っ赤な太陽モリソン・クラブ 新潟市中央区 東大通１－７－３０　ホワイトビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-9931

ワインバーアッシュ 新潟市中央区 東大通２－１０－１０　ツカサハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5916

66 越後波家・KICHINTO 新潟店 新潟市中央区 東大通２－１－２１　ホテルリッチ新潟ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4497

縁 China 新潟市中央区 東大通２－２－３ 飲食店 JS-0004-5750

博多もつ鍋処あべ 新潟市中央区 東大通２－３－７　ハイエスト新潟ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6982

美酒食彩桜のつぼみ 新潟市中央区 東大通２－４－３４　１Ｆ 飲食店 JS-0000-8767

IJIRUSHI insieme 新潟市中央区 東大通２－４－３４　２Ｆ 飲食店 JS-0004-7299

BISTROMARQUE 新潟市中央区 東堀前通５番町４１７－１　トーカンマンション東堀１Ｆ 飲食店 JS-0001-4360

RistoranteBarbiluce 新潟市中央区 東堀前通５番町４２２　五泉屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4277

鮨 The かや森 新潟市中央区 東堀前通９番町１３８８　　 飲食店 ZN-0001-4407

とん家 新潟市中央区 東堀通６番町１０３８　２Ｆ 飲食店 JS-0003-5547

koi のぼり CAFE2nd 新潟市中央区 東堀通８番町１４１２　本間ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2497

LUSH 新潟市中央区 東堀通８番町１４２５　玉家ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4446

権十楼 古町店 新潟市中央区 東堀通８番町１４２９　ホテルクラウンヒルズ新潟２Ｆ 飲食店 JS-0001-7178

ラリック 新潟市中央区 東堀通９番町１３９９　プラザ９３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1217

霜鳥 新潟市中央区 東堀通９番町１４００　　 飲食店 ZN-0001-4275

炭火鶏や ZIMON 新潟市中央区 東万代町１－２２　風間ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7376

トラットリアノラ・クチーナ新潟鐙店 新潟市中央区 南笹口１－２－１９　　 飲食店 ZN-0001-4514
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豚牛新潟駅南店 新潟市中央区 南笹口２－３－４６ 飲食店 JS-0005-7686

ステーキハウスうすい牧場 新潟市中央区 南長潟１５－５ 飲食店 JS-0001-3940

だいにんぐ dorami 新潟市中央区 白山浦１－２３３－３　第一白山ビル１－２ 飲食店 JS-0000-2476

越後山海と選酒 雷 新潟市中央区 米山１－７－１５ 飲食店 JS-0004-5474

鶴ノ羽 新潟市中央区 米山１－７－１９ 飲食店 JS-0001-9735

旬食酒好 Yuu 新潟市中央区 米山１－８－１１　本成寺ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-1813

NAPOLI 新潟駅南けやき通り店 新潟市中央区 米山１－９－１５　　 飲食店 ZN-0001-4454

憩楽房凪 新潟市中央区 米山２－１－３　カタギリビル　 飲食店 ZN-0001-4294

カプリチョーザ 新潟駅南店 新潟市中央区 米山６－８－５ 飲食店 JS-0000-5453

備長炭焼肉てんてん新潟駅前店 新潟市中央区 弁天１－２－１１　弁天アイエヌジービル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4408

コニクヤマ 新潟市中央区 弁天１－２－１５　Ｚｅｄ弁天ＩＮＧビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4054

深夜食堂 58 ページ 新潟市中央区 弁天１－２－２１　ＩＮＧビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4417

Bar37 新潟市中央区 弁天１－３－２４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4420

かもくら 新潟市中央区 弁天１－３－２５ 飲食店 JS-0001-6374

魚沼ユキアカリ 新潟市中央区 弁天１－３－２９ 飲食店 JS-0001-5143

ハワイアサン 新潟市中央区 弁天１－４－２７　伊藤駅前ビル６Ｆ 飲食店 JS-0004-0937

隠れ家酒房やっとこ 菖蒲 新潟市中央区 弁天１－４－３　２Ｆ 飲食店 JS-0003-2225

とん八駅前本店 新潟市中央区 弁天１－４－４ 飲食店 JS-0000-4073

海鮮居酒屋魚魯こ 新潟市中央区 弁天２－１－２７　　 飲食店 ZN-0001-4356

ほっこり居酒屋瓢膳 新潟市中央区 弁天２－３－３５　コートホテル新潟１Ｆ 飲食店 JS-0000-4361

居酒 BAR ナツヲ 新潟市中央区 弁天３－１－１５　トーカンマンション第３万代１Ｆ 飲食店 JS-0004-8781

鍛冶二丁新潟駅前店 新潟市中央区 弁天３－１－２１　菊池ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2037

居酒屋 六之助 新潟市中央区 弁天３－１－２１　菊池第１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0200

和．伊．の台所五十八 新潟市中央区 弁天３－１－２１　菊池第一ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4416

鶏っく新潟駅前 新潟市中央区 弁天３－１－２１　菊池第一ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5821

居酒屋ナカマチ 新潟市中央区 弁天３－２－１６　　 飲食店 ZN-2000-1619

遊食酒場 GON 権 新潟市中央区 弁天３－２－２４ 飲食店 JS-0004-6273

橙 新潟市中央区 弁天３－２－３１　駅前牡丹第三ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2878

Baratie 新潟市中央区 弁天３－２－３１　牡丹第３ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4379

和食・イタリア料理新潟土筆 新潟市中央区 弁天３－３－５　新潟マンション１０６　 飲食店 ZN-0001-4400

割烹すが原 新潟市中央区 本町通１１番町１８１８ 飲食店 JS-0000-7855

Cafe EigetuDou 新潟市中央区 本町通６番町１１０２－３ 飲食店 JS-0001-3564

日本料理山いち 新潟市中央区 本町通９番町１３３０　 飲食店 ZN-2000-1983

トスカーナ料理 ルスティカ・カフェイタリア 新潟市中央区 万代１－１－２５　ヴェルドミール万代１Ｆ 飲食店 SL-2000-2382

ALLEYS NEWYORK 新潟市中央区 万代１－１－３３　ＧＥＯ万代１　２Ｆ 飲食店 JS-0001-5272

三杯呑屋 けん家 ” 新潟市中央区 万代６－１－７ 飲食店 JS-0002-4291

佐渡回転寿司 弁慶 ピア万代店 新潟市中央区 万代島２－４　 飲食店 SL-2000-8378

別館立ち食い弁慶 新潟市中央区 万代島２－４　 飲食店 SL-2000-8379

Bambi 新潟市中央区 万代島５－１　万代島ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4462

吉田フローリスト 新潟市中央区 学校町通２－５９５－９　 ショッピング SL-2000-7618

蔵や 新潟市中央区 古町通１番町６７６ ショッピング JS-0005-7363

Direction 新潟市中央区 古町通２番町６６３ー１　 ショッピング SL-2000-4914

百貨さかい 新潟市中央区 古町通３番町５６０－２　　 ショッピング ZN-2000-1401

one day store 新潟市中央区 古町通３番町６５９ ショッピング JS-0002-6090
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SISTER 新潟市中央区 古町通４番町６３２　１Ｆ ショッピング JS-0000-2460

ノーザンアイランド 新潟市中央区 古町通４番町６３４ ショッピング SL-2001-0390

Met － ro － nome 新潟市中央区 古町通４番町６４３　古町ツインタワーハイツ１０２　 ショッピング ZN-2000-6616

きもの胡蝶 新潟市中央区 古町通４番町６４３　古町ツインタワーハイツ１０３ ショッピング JS-0001-5606

TIME 新潟市中央区 古町通４番町６４７－１ ショッピング JS-0005-3446

セデュース 新潟市中央区 古町通５番町５８６　 ショッピング SL-2000-2104

Le Chat 新潟市中央区 古町通５番町５８７－１　Ｌｅ　Ｃｈａｔ ショッピング SL-2000-2673

SOPH．NIIGATA 新潟市中央区 古町通５番町６２４　石本ビルアーバンハウス五番館１Ｆ ショッピング JS-0003-7679

THREEC Niigata 3F 新潟市中央区 古町通６番町９５９－２ ショッピング JS-0003-6747

THREEC Niigata 2F 新潟市中央区 古町通６番町９５９－２ ショッピング JS-0003-6827

THREEC Niigata 1F 新潟市中央区 古町通６番町９５９－２ ショッピング JS-0003-6828

C．KLIMT 新潟市中央区 古町通６番町９６８－１　ＮＲＫビル１Ｆ ショッピング JS-0000-1463

C2 HOMME 新潟市中央区 古町通６番町９６８－１　ＮＲＫビル１Ｆ ショッピング JS-0000-1497

BIJOUX THREEC 2F 新潟市中央区 古町通６番町９８８ ショッピング JS-0003-6748

BIJOUX THREEC 1F 新潟市中央区 古町通６番町９８８ ショッピング JS-0003-7068

ESSENCE 新潟市中央区 古町通６番町９８８ ショッピング JS-0003-7418

ESSENCE2F 新潟市中央区 古町通６番町９８８ ショッピング JS-0003-7570

和 gen 新潟市中央区 古町通７番町９３４－４　 ショッピング SL-2000-7475

シューフィッターの店 SANO 新潟市中央区 古町通７番町９５０－４　 ショッピング SL-2000-6271

羊画廊 新潟市中央区 古町通８番町１４３８　　 ショッピング ZN-2000-4850

ドレスショップ sugar 新潟市中央区 古町通９番町１４５４－２　ＫＮＯＴビル１Ｆ ショッピング JS-0001-3205

れんず屋匠新潟店 新潟市中央区 幸西３－２－３２　サニーアームス１Ｆ　 ショッピング SL-2000-4059

フルールアルブル 新潟市中央区 笹口２－９－１０　　 ショッピング ZN-0002-6865

株式会社 アルファ 新潟市中央区 紫竹山３－４－３９ ショッピング SL-2000-5883

BROOCH 新潟市中央区 紫竹山３－８－３３　 ショッピング SL-2000-2375

PEARLY GATES 新潟店 新潟市中央区 紫竹山５－１－２１ ショッピング JS-0005-7255

有限会社桝幸酒店 新潟市中央区 女池１－２－２ ショッピング JS-0004-2383

フリーウェイ新潟店 新潟市中央区 女池５－２－１０　プラドール女池１Ｆ ショッピング JS-0005-0558

二木ゴルフ 新潟店 新潟市中央区 女池神明２－１－６　 ショッピング AX-2000-0048

CHUS 新潟市中央区 女池神明３－６－１１ ショッピング JS-0002-6025

フィーリングー ジェネラルストア 新潟市中央区 女池南３－５－１ ショッピング JS-0002-2007

ArtisanWorksbyAtelie 新潟市中央区 女池南３－５－１ ショッピング JS-0003-6084

Flower ＆ Sons 新潟市中央区 女池南３－５－１　０ＳＨＳ内 ショッピング JS-0001-9666

THINKINGOFUSED 新潟市中央区 女池南３－５－１　２Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-2272

minka 新潟市中央区 女池南３－５－１　ＳＨＳ ショッピング JS-0000-7912

フローリスト ラリック・ビス 新潟市中央区 女池南３－５－１４ ショッピング JS-0000-0244

ドーラ 新潟市中央区 女池南３－５－８　Ｓ．Ｈ．Ｓ鳥屋野１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-3382

野球工房北野屋新潟店 新潟市中央区 上所上２－１－１５ ショッピング JS-0000-5478

こいけや 新潟市中央区 上所中１－６－１７　　 ショッピング PK-0000-8427

storeroom 新潟市中央区 上大川前通７番町１２３７－１　サンシャイン新飯田屋１Ｆ ショッピング JS-0000-8965

アトリエ FuluFulu 新潟市中央区 新和１－６－２６　パンシャトー１Ｆ－２ ショッピング JS-0002-3790

SHEYe，Ye 新潟市中央区 西堀前通３番町７１８ ショッピング JS-0000-1959

タオルと香りの店ラビック 新潟市中央区 西堀前通６番町８９４－１　新潟地下街西堀ローサ ショッピング JS-0000-8622

キングコング 新潟市中央区 西堀前通６番町８９４－１　西堀ローサ ショッピング JS-0000-8597
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LubiLu 新潟市中央区 西堀前通６番町８９４－１　西堀ローサ ショッピング JS-0005-6455

オーモンド 新潟市中央区 西堀前通６番町８９４－１　西堀ローサ内 ショッピング JS-0000-8618

とうりゃんせ 新潟市中央区 西堀前通６番町８９４－１　西堀ローサ内 ショッピング JS-0000-8619

エスタブエナ 新潟市中央区 西堀前通６番町８９４－１　西堀ローサ内 ショッピング JS-0000-8623

フロアブティック 新潟市中央区 西堀前通６番町８９４－１　西堀ローサ内 ショッピング JS-0000-8684

ブティックミツコ 新潟市中央区 西堀通３番町８０６　　 ショッピング ZN-2000-0738

マイレスミット新潟店 新潟市中央区 西堀通４番町８１６－６ ショッピング JS-0002-0021

モモ エ ウユララ 新潟市中央区 西堀通５番町８３８－２　西堀アームス１Ｆ ショッピング SL-2001-0200

帽子屋 matto mento 新潟市中央区 西堀通５番町８５８－５　ＧＥＯ１Ｆ ショッピング SL-2000-4454

小山生花店 新潟市中央区 西堀通８番町１５９２ ショッピング JS-0000-7094

リエベ 新潟市中央区 川端町６－５３　ホテルオークラ新潟１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1381

CAR SELECTION 新潟市中央区 長潟３－１６－９ ショッピング JS-0002-0051

楽歩堂新潟店 新潟市中央区 東大通２－３－２８　パーク新潟東大通ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-5072

ATELIERCOSETTE 新潟市中央区 東堀通４番町４５７　鎌田アパート１Ｆ店舗　 ショッピング ZN-2000-7272

丸屋本店 新潟市中央区 東堀通６番町１０３８　 ショッピング SL-2000-3594

クロロフイル古町美顔教室 新潟市中央区 東堀通６番町１０５１－５ ショッピング JS-0003-7682

ウチカ新潟駅南店 新潟市中央区 鐙３－１－１０ ショッピング JS-0000-7956

はんこ屋さん 21 新潟駅南店 新潟市中央区 鐙西１－７－１　　 ショッピング ZN-0002-5352

ゼ・ブリット商会 新潟市中央区 南万代町３－３１　 ショッピング SL-2000-0692

時計の中林 新潟市中央区 白山浦１－３３６－４２　　 ショッピング ZN-0002-6356

花工房パレット 新潟市中央区 文京町６－１ ショッピング JS-0003-0261

テーラーミユキ 新潟市中央区 米山２－６－１ ショッピング JS-0002-1193

MUU vintage 新潟市中央区 弁天２－１－１　弁天ビル４Ｆ ショッピング JS-0003-9975

フランネル 新潟市中央区 弁天橋通３－１－１６ ショッピング JS-0005-9589

J ＆ YCHEESESHOP 新潟市中央区 本町通５番町２３５ ショッピング JS-0004-5696

ブティック ラ・コンティーヌ 新潟市中央区 本町通６番町－１０９９　ホテルディアモント新潟１Ｆ ショッピング SL-2000-1005

バロンハヤカワ 新潟市中央区 本町通６番町１１０４　 ショッピング SL-2000-1886

フロ－ラル一花本店 新潟市中央区 本町通６番町１１４２－５　　 ショッピング PK-0000-8958

CrystalSea73 新潟市中央区 万代１－１－２５　ヴェルドミール万代店舗Ｈ ショッピング JS-0000-4916

MIO かざま 新潟市中央区 万代１－４－３３　ラ・スカーラ１Ｆ ショッピング JS-0001-6346

NOVEL 新潟市中央区 万代１－４－３３　ラ・スカーラ１Ｆ ショッピング JS-0003-9471

アイプロテクション EYE CUE 新潟市中央区 万代１－６－１　万代シテイ２Ｆ ショッピング SL-2000-2471

マライカ新潟店 新潟市中央区 万代４－１－６　新潟あおばビル１Ｆ ショッピング JS-0001-6560

Salonvivi 新潟市中央区 万代４－２－２３　オフィス万代４０３ ショッピング JS-0004-3249

サイトウスポーツ株式会社 新潟市中央区 秣川岸通２－２３４２ ショッピング JS-0001-0339

TABOO 新潟市中央区 愛宕３－１０－４ サービス JS-0000-5171

RoomsHair 新潟市中央区 姥ヶ山１１４－４　ＬＩＮＫＳ－１３－１－Ａ サービス JS-0000-9201

イン東京 新潟店 新潟市中央区 姥ヶ山５９－１ サービス JS-0000-1414

maison LUXE 新潟市中央区 下大川前通三ノ町２２３０　ブリッジス２Ｆ サービス SL-2000-4135

ヘアーサロン Yoshizawa 花園店 新潟市中央区 花園２－４－２０ サービス JS-0001-1284

ゆう美容室 関屋店 新潟市中央区 関屋下川原町２－２０ サービス JS-0001-7036

Feelluce 新潟市中央区 近江３－３２－５　 サービス SL-2001-0634

ほねつぎ新潟近江接骨院 新潟市中央区 近江３－３２－６　 サービス SL-2000-5316

エンジェルネイルクラブ 新潟市中央区 古町通１０番町１７２２ サービス JS-0001-7259
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デュースヘアー 新潟市中央区 古町通６番町９６８－１　２Ｆ サービス JS-0004-5283

ナチュラルケア KUU 新潟市中央区 古町通６番町９７０－３　ヴィルフランシュ古町 サービス SL-2000-1620

E’CLAT 新潟市中央区 幸町１１－１６　ヴィラコートセブン１Ｆ サービス JS-0002-3016

美容室ドリーム 新潟市中央区 笹口１－２０－１３　ヌービル２Ｆ　 サービス ZN-0002-9770

J ネットレンタカー新潟店 新潟市中央区 紫竹山２－４－２７ サービス JS-0001-3450

Number2heaven 新潟市中央区 紫竹山６－１－１８ サービス JS-0003-8688

有限会社中山自動車商会 新潟市中央区 出来島１－５－３７ サービス JS-0001-7075

ア・ドゥヘアーヴィス 新潟市中央区 女池５－６－１４ サービス JS-0002-7808

Peche 新潟市中央区 女池６－１９－５　リボンビル１－Ｃ サービス JS-0002-5824

B．B．COMPANY．Ltd． 新潟市中央区 女池上山１－５－１１ サービス JS-0002-1448

A ＇ vi 新潟市中央区 上近江２－２－２０　２ サービス SL-2000-7179

ワースワース 新潟市中央区 上所上２－２－２０ サービス JS-0001-7038

Lamp Hair Room 新潟市中央区 上所上３－１－２９ サービス JS-0001-4366

日本ロードサービス（株） 新潟市中央区 上所中３－１４－８ サービス JS-0001-6932

ヴァリエ・ドゥ 新潟市中央区 西大畑町５１９４　メゾン松涛１Ｆ サービス JS-0000-7514

かじこじ 新潟市中央区 西堀前通４番町７３９－５　第２ロイヤル礎１Ｆ サービス JS-0003-1284

リムヘアー 新潟市中央区 礎町通１ノ町１９６６　シャトー礎１Ｆ　 サービス ZN-0002-8169

ぼの動物病院 新潟市中央区 長潟１２０１－２ サービス JS-0002-4631

ヘアーサロン Yoshizawa 天明町店 新潟市中央区 天明町２－２０ サービス JS-0001-1285

プライマリーケア新潟駅前店 新潟市中央区 東大通２－１－４　とうこうビル１Ｆ サービス SL-2000-5593

blanche comme neige 新潟市中央区 東大通２－３－１４ サービス JS-0003-0262

Merci 新潟市中央区 東大通２－３－７　ハイエスト新潟ビル５Ｆ サービス JS-0002-3482

NINE NO NINE 新潟市中央区 東大通２－４－３３　パークソレイユ３番館１－Ａ サービス JS-0000-9016

リラクゼーションサロンネスト 新潟市中央区 東堀前通６番町１０６０－１　２Ｆ　 サービス ZN-2000-4250

ゆう美容室本店 新潟市中央区 東堀通６番町１０５０－１　石田ビル２Ｆ サービス JS-0001-7037

Reunion 新潟市中央区 鐙３－８－４　　 サービス ZN-2000-2631

ウメザワドライ南笹口店 新潟市中央区 南笹口１－１４－２２ サービス JS-0005-9720

mame 新潟市中央区 南笹口１－９－２１　エスカイア笹口１Ｆ１０１ サービス JS-0004-6026

美容室ラクーユ 新潟市中央区 南笹口２－６－１１ サービス JS-0001-0494

ワースワースキュア 新潟市中央区 南長潟１４－８ サービス JS-0000-3904

AUBE hair room 新潟市中央区 美の里３－１４　美の里テナント１Ｆ　 サービス ZN-0002-9779

J －ネットレンタカー新潟駅南口店 新潟市中央区 米山１－２－２１ サービス JS-0003-7575

HairandRelax Senang 新潟市中央区 米山４－１９－１３ サービス JS-0002-2610

Fairy 新潟市中央区 弁天１－１－１６　サンテラス石宮３－Ａ サービス JS-0002-3498

美容室メール 新潟市中央区 弁天１－４－２４　大興ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-8170

KOKUA 鍼灸院新潟万代店 新潟市中央区 弁天２－１－１　弁天ビル３Ｆ サービス JS-0006-0106

クイックボーイ弁天橋店 新潟市中央区 弁天橋通１－２－２７ サービス JS-0005-9721

イン東京 新潟鳥屋野店 新潟市中央区 堀之内南１－１６－５６ サービス JS-0000-1410

本町サイクルステーション 新潟市中央区 本町通５番町２３９　　 サービス ZN-2000-2745

TRINITY 新潟市中央区 万代１－１－３２　プリオール万代５０２ サービス JS-0002-6383

HURRAH 新潟市中央区 万代１－２－３　コープ野村万代１Ｆ サービス JS-0001-1141

Arvo 新潟万代店 新潟市中央区 万代１－２－３　コープ野村万代２Ｆ－２１５ サービス JS-0004-0300

ガラスコーティングサロン GLASSY 新潟市中央区 万代１－３－１　シネモールビル２Ｆ サービス JS-0004-3327

エボルス 新潟市中央区 万代４－１－３　プラザ２１－３Ｆ サービス JS-0004-2239
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長美堂 新潟市中央区 万代島５－１　朱鷺メッセ万代島ビル２Ｆ サービス JS-0001-3692

PecoRi HAIR ROOM 新潟市中央区 網川原１－２１－９　２Ｆ サービス JS-0002-0620

カラオケマイム新潟花園店 新潟市中央区 花園１－３－１０　花園ビル２Ｆ・３Ｆ　 エンターテインメント ZN-0001-4377

カラオケ マイム 古町店 新潟市中央区 古町通８番町１４３０　新潟中央会館３Ｆ　 エンターテインメント ZN-2000-7135

カラオケマイム新潟駅前店 新潟市中央区 東大通１－１－１０　来来軒ビル４Ｆ　 エンターテインメント ZN-2000-7097

カラオケマイム笹口店 新潟市中央区 南笹口２－７－４　　 エンターテインメント ZN-0001-4428

マリヤ人形店 新潟市中央区 学校町通２番町５２９４－２　 その他 SL-2000-3599

Re：Birth 新潟市中央区 女池２－３－１０ その他 JS-0004-0504

あぽろん新潟駅南店 新潟市中央区 神道寺１－４－４　 その他 SL-2000-1217

SUSHI 喬山 新潟市中央区 東万代町１－５　 その他 SL-2000-1884

Lamarina 新潟市東区 はなみずき１－１６－３５ 飲食店 JS-0000-3293

焼肉ロッヂ 東新潟店 新潟市東区 逢谷内３－５１９－１ 飲食店 JS-0001-4143

株式会社百笑市場 新潟市東区 逢谷内３－５１９－１ 飲食店 JS-0004-8968

肉屋愛心 29 新潟市東区 牡丹山１－２４－４ 飲食店 JS-0004-2238

居酒屋下町食堂 新潟市東区 牡丹山３－１－１ 飲食店 JS-0004-3619

鮨家 むらさき 新潟市東区 牡丹山６－１１－９ 飲食店 JS-0003-0102

和 新潟市東区 山木戸７－４－２４ 飲食店 JS-0002-0245

竹徳寿司 新潟市東区 紫竹７－３０－２８ 飲食店 JS-0001-3218

須坂屋そば新潟空港店 新潟市東区 松浜町３７１０　新潟空港ターミナルビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7046

グルグルイタリア食堂 新潟市東区 上王瀬町２－５５　フレスポ赤道内 飲食店 SL-2000-9259

備長炭焼肉てんてん　松崎店 新潟市東区 新松崎１－１０８－４ 飲食店 AL-0000-0174

おさかな亭空港通り店 新潟市東区 太平２－２－４ 飲食店 JS-0000-8772

囲酒屋すいけん 新潟市東区 中野山１－７－４　　 飲食店 ZN-2000-1126

和の匠みやむら 新潟市東区 物見山１－１４－２５　 飲食店 SL-2000-7499

焼肉ハウス柳月 新潟市東区 物見山３－１１－９　　 飲食店 ZN-0001-4431

にいがたリサイクルショップもり 新潟市東区 山の下町２８－１０ ショッピング JS-0005-9610

メンズショップカネコ 新潟市東区 上木戸１２１－３ ショッピング JS-0002-0328

石窯焼きパン工房 麦の詩 新潟市東区 新松崎１－７－１９ ショッピング JS-0003-7386

エスエス商会 新潟市東区 新川町３６１－３ ショッピング JS-0000-2931

大阪屋 河渡店 新潟市東区 太平３－２７９－１３ ショッピング JS-0005-5226

有限会社トップオート 新潟市東区 竹尾５８２－１ ショッピング JS-0001-5981

パンステージメリーズ 新潟市東区 東明６－６７８－１ ショッピング JS-0005-5018

Syanty 新潟市東区 藤見町１－３－３ ショッピング SL-2000-0426

HAIR feel 新潟市東区 はなみずき２－９－１１ サービス JS-0001-4453

roughire 新潟市東区 もえぎ野３－７－５　 サービス SL-2000-5842

レンタルのニッケン 新潟営業所 新潟市東区 逢谷内３－５２２－１ サービス JS-0003-2493

ロングハーモニー 新潟市東区 逢谷内４－２－８ サービス JS-0000-5479

有限会社ワイズスクウェア 新潟市東区 逢谷内６－１１－２０ サービス JS-0002-8925

美容室トラスト 新潟市東区 粟山２－１－６ サービス JS-0001-1405

DMC オートリフレッシュとがし 新潟市東区 江南３－４－３１ サービス JS-0005-0742

ガールヘア 新潟市東区 秋葉通３－４０－２ サービス JS-0001-6663

J ネットレンタカー新潟空港カウンター 新潟市東区 松浜町３７１０ サービス JS-0002-9814

アーベン 新潟店 新潟市東区 上王瀬町２－５４　フレスポ赤道内 サービス JS-0000-5802

川村動物病院 新潟市東区 上木戸１－１－６ サービス JS-0001-7201
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ミリオンペット 新潟市東区 新松崎３－２－３ サービス SL-2000-6301

Unity 新潟市東区 新松崎３－２－８ サービス JS-0003-0315

GLEAMS 新潟市東区 竹尾１－９－３７　 サービス SL-2000-1599

おとな髪の美容室 cotton 新潟市東区 中山８－１－２０ サービス JS-0002-6217

美容室 T2 新潟市東区 東新町１－４　 サービス SL-2000-3773

オートリペアニイガタ 新潟市東区 南紫竹１－２－３３ サービス JS-0005-1092

長岡屋自動車新潟工場 新潟市東区 南紫竹２－７－８ サービス JS-0002-0310

イ－ストベ－ス 新潟市東区 柳ヶ丘３－２９　　 サービス PK-0000-7821

カラオケマイム新潟赤道店 新潟市東区 牡丹山３－２－１９　　 エンターテインメント ZN-0001-4328

ワンラブ フレスポ赤道店 新潟市東区 上王瀬町２－４９ その他 JS-0005-1823

焼肉きなせや 新潟市南区 大通黄金３－１－３０　　 飲食店 ZN-2000-7077

酒亭 花みずき 新潟市南区 能登４８２－７ 飲食店 JS-0003-1167

Eco　School　Factor 新潟市南区 能登１－１８－５　　 ショッピング PK-0000-8827

ル・ポワロン・ビス 新潟市南区 白根１２４５－１　　 ショッピング ZN-0003-1532

有限会社白根オートサービス 新潟市南区 田中１０９－１ サービス JS-0003-2296

カラオケマイム新潟白根店 新潟市南区 鯵潟４３３－２　　 エンターテインメント ZN-0001-4480

学生専門 SHOP マサヤ白根店 新潟市南区 能登４０９－２　イオン白根店内 その他 SL-2000-8325

ピザクル白根店 新潟市南区 鰺潟４２３－１　 その他 SL-2000-0514

海転すし誠 豊栄店 新潟市北区 かぶとやま２－１－６２ 飲食店 JS-0003-6704

ちょこざいや菜菜 新潟市北区 白新町１－９－９　　 飲食店 ZN-2000-0721

うさでぱるず 新潟市北区 柳原１－９－１１ 飲食店 JS-0000-7791

とよさき時計店 新潟市北区 白新町２－４－２０　 ショッピング SL-2000-7257

MCS 新潟市北区 笠柳５３６－１ サービス JS-0002-1350

車検のコバック豊栄店 新潟市北区 葛塚５３５－１ サービス JS-0003-9108

有限会社堀モータース 新潟市北区 白新町３－５－３５ サービス JS-0001-7039

SweetLife ＋ 新潟市北区 木崎２２２３－３ サービス JS-0001-4681


