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魚処丸萬 宇佐市 高森７３７－２ 飲食店 SL-2000-4344

志おや 宇佐市 石田１７７－２ 飲食店 JS-0001-0821

ホームセンタービッグ 宇佐市 安心院町荘５７０－１ ショッピング JS-0005-7535

五所生花店 宇佐市 石田５８－１ ショッピング JS-0005-1970

豊永長六商店 宇佐市 長洲３７１５－６ ショッピング JS-0005-6792

神宮茶屋 宇佐市 南宇佐２２１２－１ その他 SL-2000-6482

ORANGE DOG 宇佐市 法鏡寺５００ その他 JS-0005-7776

カトマンズ 臼杵市 臼杵６４７－１　唐人町３組　　 飲食店 ZN-0001-5088

みつや呉服店 臼杵市 臼杵２０２ ショッピング ZN-2000-4078

山本鳳凰堂 臼杵市 臼杵３４２ ショッピング ZN-0003-1295

かぼす工房 臼杵市 臼杵６２７　　 ショッピング PK-0000-6260

YUMEYA KAI． 臼杵市 二王座１６０ ショッピング JS-0002-3183

グロウ 臼杵市 臼杵６５２　陶山ビル１Ｆ　　 サービス ZN-2000-1713

髪結 ゆめり 臼杵市 江無田２２７－１ サービス JS-0003-7171

髪空間 Kiara 臼杵市 市浜６８０－３　　 サービス ZN-2000-2750

和食ダイニング大． 杵築市 杵築７３９－１ 飲食店 JS-0004-7931

魚市魚座 杵築市 守江４７７５－９ 飲食店 JS-0000-3278

魚市魚座 杵築市 守江４７７５－９ 飲食店 JS-0005-5038

海鮮亭 ざこば 杵築市 猪尾２０３－１ 飲食店 JS-0001-5092

藤原家具 杵築市 杵築６６５－３６７ ショッピング JS-0002-0592

荷宮電器 杵築市 南杵築１９５２－１ ショッピング JS-0003-9815

ふるさとキッチン かのん 玖珠郡 九重町右田１９１８－１４ 飲食店 JS-0002-8092

町田バーネット牧場 レストラン 玖珠郡 九重町町田３３１４－１ 飲食店 JS-0005-4567

Bistro Le Lapin 玖珠郡 九重町野上４－５ 飲食店 JS-0004-5801

七輪炭火焼その田 玖珠郡 玖珠町塚脇４５７ー１　 飲食店 SL-2001-0568

くじゅう 野の花の郷 玖珠郡 九重町田野１６７２－１８ ショッピング JS-0002-7691

小幡銃砲火薬店 玖珠郡 玖珠町森３７－７　　 ショッピング ZN-2000-3471

GuiltyLeatherFactory 玖珠郡 玖珠町塚脇２６０　石田ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-3768

レストランくにさき牧場 国東市 安岐町下原２７４５－２ 飲食店 JS-0004-8811

ニコニコレンタカー 大分空港店 国東市 安岐町下原５４１－７２ サービス JS-0002-3739

焼肉井とう 佐伯市 駅前２－２－１７ 飲食店 JS-0005-9036

佐伯地魚のん喜 佐伯市 葛港３－３４ 飲食店 JS-0002-4198

遊酒処のん喜 佐伯市 向島２－２０－１４ 飲食店 JS-0004-7046

ファニーズ ベラ・ベーラ 佐伯市 城東町２－３６ 飲食店 JS-0001-8185

居酒屋 おおたけ 佐伯市 城東町３－１４ 飲食店 JS-0001-8244

居酒屋 茶比伊 佐伯市 城東町４－２４ 飲食店 JS-0004-2107

喰いまくり会館 佐伯市 城東町４－２６ 飲食店 JS-0004-6313

肴やはじめ 佐伯市 大手町３－６－１３　　 飲食店 PK-0000-2520

炭焼ステーキ JUEJUE 佐伯市 中の島１－１－３ 飲食店 JS-0000-1760

地のもの海のもの山のもの　有亮 佐伯市 中ノ島２－２－３０　　 飲食店 PK-0000-6571
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焼肉ごんべ佐伯 佐伯市 中江町１－６７　 飲食店 SL-2000-9256

NARUMI 佐伯市 中村東町５－７ 飲食店 JS-0001-9016

ポルコロッソ 佐伯市 鶴岡町１－２－３５ 飲食店 JS-0004-3978

松の花 佐伯市 内町３－２９ 飲食店 JS-0003-3573

ぱぶ茶屋 佐伯市 内町５－１５　２Ｆ 飲食店 JS-0005-6496

深川茶屋 弥生店 佐伯市 弥生上小倉９４５－１ 飲食店 JS-0004-2070

ジュエルアンドウ 佐伯市 駅前１－２－１８　 ショッピング SL-2000-0044

トゥルーカラーズ 佐伯市 向島２－２３－３　 ショッピング SL-2001-0252

池田酒店 佐伯市 常盤西町９－１６ ショッピング JS-0005-3415

山美堂 佐伯市 常盤東町５－３２ ショッピング JS-0002-2516

ヤマジン 佐伯市 西浜３－８ ショッピング JS-0001-8786

さいき本舗 城下堂 佐伯市 大手町３－３－７ ショッピング JS-0001-8250

記念品のいいだ 佐伯市 中の島２－２１－３０ ショッピング JS-0003-9994

くるみの樹 佐伯市 長島町１－３５－２５ ショッピング JS-0002-8855

パサール佐伯 佐伯市 鶴岡西町２－１３４　コスモタウンフリーモール佐伯 ショッピング JS-0002-9089

クレイン調剤薬局 佐伯市 鶴岡西町２－２６７ ショッピング JS-0001-8075

DEFI MOTORCYCLE 佐伯市 弥生井崎５－２０ ショッピング JS-0001-0864

Amulette 佐伯市 春日町７－３０　　 サービス PK-0000-5594

フィール ヘアー 佐伯市 中の島２－１９－２８ サービス JS-0000-6443

株式会社パワーズ 本店 佐伯市 鶴岡西町１－１９７ サービス JS-0005-6038

trimminghouseGILMORE 佐伯市 鶴岡町３－１－３ サービス JS-0004-2108

美容室 はるな 佐伯市 来島町１３－１６　２Ｆ サービス JS-0000-7737

梅田家具店＆ La vie douce 佐伯市 内町１－１０　 その他 SL-2000-3023

まつき釣具 日出店 速見郡 日出町２３１２ ショッピング JS-0002-4447

有限会社八重コンタクト 速見郡 日出町川崎３－１ ショッピング JS-0005-7591

ファッションハウスモア 速見郡 日出町川崎８３７－１４６ ショッピング JS-0004-7920

お好み焼たっちゃん 大分市 鴛野９２８－１ 飲食店 SL-2001-1122

平安閣横尾店 大分市 横尾３８３２－１　 飲食店 SL-2000-1650

タンドーリアン 大分市 王子北町５－９　フレスポ春日浦内 飲食店 JS-0004-8774

cafe juno（カフェ ジュノ） 大分市 下郡４５９－８　 飲食店 SL-2000-0042

焼肉花ひちりん 大分市 花津留１－２－１９　　 飲食店 ZN-2000-1643

方寸 大分市 荷揚町６－１６－１０２ 飲食店 JS-0002-3993

すみびやきや 大分市 賀来南２－１－１　ふちのビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6524

毘沙門天 賀来店 大分市 賀来南２－９－１　　 飲食店 ZN-0001-4959

すみか 賀来店 大分市 賀来南２－９－１　　 飲食店 ZN-0001-4960

ピソリーノガーデンズ 大分市 賀来南３－５－１１　　 飲食店 ZN-0001-5020

焼肉大昌苑 大分市 賀来北２－１－２８ 飲食店 SL-2000-9019

えん屋 大分市 皆春２５９－２１ 飲食店 SL-2001-1207

久住屋 大分市 金池南１－９－５ 飲食店 JS-0005-8637

レストランクーヴェール 大分市 顕徳町２－２－１７ 飲食店 JS-0004-4486

居酒屋完 大分市 高崎３－１２－１　　 飲食店 ZN-2000-2968

炎屋 大分市 高松東３－１－９ 飲食店 SL-2001-1088

焼肉徳寿 高城店 大分市 高城本町６－２６ 飲食店 JS-0002-7843

焼肉居酒屋かんいち 大分市 寿町１０－１　サンシティ寿１０３ 飲食店 JS-0000-8666



3 2020/9/29

［大分県］

加盟店名 所在地 ジャンル

えん屋わさだ店（宗方店） 大分市 上宗方７２５－１６ 飲食店 SL-2001-1208

お食事処ひらまつ 大分市 城崎町２－２－１２　Ｐ＆Ｃビルディング１０２　 飲食店 PK-0000-0659

炭火焼肉 えんらく 大分市 城東町１－１９ 飲食店 JS-0000-9849

ブッチャーズテーブル 新貝店 大分市 新貝３－４ 飲食店 ZN-0001-4853

旬菜厨房 inaho 大分市 森１１９８－２ 飲食店 JS-0004-7069

カフェレストラン アルマク 大分市 大在浜２－１９－１８ 飲食店 JS-0003-0150

焼とりダイニングわてん敷戸店 大分市 大字鴛野９２９－１ 飲食店 JS-0002-0564

居酒屋さくら 大分市 大字下郡１８０４－１ 飲食店 JS-0004-6320

焼肉 丸幸 大分市 大字市４３５－２ 飲食店 JS-0001-6131

メディアカフェポパイ わさだ店 大分市 大字市５２７ 飲食店 JS-0003-3198

Bistro 実の丈 大分市 大字小池原１１５８－２　堤貸店舗１Ｆ 飲食店 JS-0001-6548

高級焼肉 大将軍 小池原店 大分市 大字小池原１５２５－１ 飲食店 JS-0004-2646

串焼 むく 大分市 大字上宗方１２６２－１　安東ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3841

居酒屋 まっすぐ 大分市 大字中戸次４７１８　 飲食店 JS-0001-3336

徳寿 明野店 大分市 大字猪野１５７１－７ 飲食店 JS-0002-0599

ピソリーノ 大分市 大字猪野沖の迫９１６－１　　 飲食店 ZN-0001-4952

ブッチャーズテーブル 田尻店 大分市 大字田尻１４５－５　　 飲食店 ZN-0001-4770

BarSatellite 大分市 大手町１－３－４　遊歩ビル１０２　 飲食店 ZN-0001-5024

方寸キッチン 大分市 大道町１－５－６－１ 飲食店 JS-0002-3994

てんてけ 大分市 中央町１－２－１０　タジマヤビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6311

熱包 大分市 中央町１－３－１２　大一ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2286

ピーターハウス 大分市 中央町１－４－４　奥川ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-4616

ステーキそむり大分店 大分市 中央町１－５－７　一慶ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1826

レストランコルク 大分市 中央町１－５－７　一慶ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5148

みどり屋大分駅前府内町店 大分市 中央町２－１－２６　　 飲食店 ZN-0002-2069

呑酒家 大分市 中央町２－２－２０　若草ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8807

小鉄本店 大分市 中央町２－５－１６ 飲食店 JS-0006-0022

グラッソ 大分市 中央町２－６－１４　第２小松ビル２０１ 飲食店 JS-0002-6768

すし善 大分市 中央町２－６－２０　えじそんビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1688

和楽大分店 大分市 中央町２－６－３０　エトウビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-3876

大島屋 大分市 中央町２－６－５　奥川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5040

upper garden 大分市 中央町２－６－７　第８三幸興産ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5213

小料理 佳月 大分市 中央町２－６－８　ダイボウビル１Ｆ　 飲食店 JS-0005-0557

日本料理 柊 大分市 中央町２－６－８　ダイボウビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-1990

炭火焼鳥水炊き五郎一 大分市 中央町２－７－２６　丸弘ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4796

鳥八 大分市 中央町２－７－４　佐藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2192

地鶏高橋商店 大分市 中央町２－８－３０　ＯＥセンタービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4881

レストラン＆バー フランキー 大分市 中央町２－９－３３　末岡ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-3196

XION 彩音 大分市 中央町３－２－１８　きたじまビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4825

味ふく 大分市 中央町３－２－２８　味ふくビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-5547

WINE ＆ FOOD Vendange 大分市 中央町３－２－２８　味ふくビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-5270

アジアの太陽 大分市 中央町３－４－１１　グリーンヒル竹町通り１Ｆ 飲食店 JS-0005-3602

月の木 大分市 中央町３－５－１６　　 飲食店 ZN-0001-4911

いかしょう 大分市 中央町３－５－１６　新大分第６ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-4774
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浜翔 大分市 中央町３－６－１７　ヴェルデ中央１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4983

ROGIC BARHALL 大分市 中央町４－１－２８　ＫＫＷＪビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4979

中津 宝来軒 戸次店 大分市 中戸次４５３９－１ 飲食店 JS-0005-2293

てっぱんや 大分市 中鶴崎１－８－１７ 飲食店 JS-0003-7902

L’unico 大分市 中島中央１－４－３６　　 飲食店 ZN-0001-5006

焼肉 式 大分市 仲西町２－４－６ 飲食店 JS-0004-4090

ごまちゃん 大分市 都町１－１－１５　都ステーション１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5012

水田屋 大分市 都町２－１－１６　赤ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5075

串焼気らく家 大分市 都町２－１－２９　タダガラスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1572

シャカロック 大分市 都町２－１－２９　第一多田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5167

個室 Dining ＆ Bar BoA 大分市 都町２－２－２６　Ｍ ’ ｓ都３・４Ｆ 飲食店 JS-0004-1668

豊寿司 大分市 都町２－３－１２　田中ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4924

居食酒屋 ちゃんて 大分市 都町２－３－２６　魚常ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1807

全席完全個室新和風九州料理かこみ庵大分店 大分市 都町２－３－６　東洋会館１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1946

DiningBarfaccafe 大分市 都町２－３－６　東洋会館４Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4955

重箱 大分市 都町２－４－２０　都プラザ１Ｆ 飲食店 JS-0005-7767

高級焼肉大将軍 都町店 大分市 都町２－４－２２　都プラザ１Ｆ 飲食店 JS-0005-5155

es 大分市 都町２－４－２９　第一マルタケビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5170

さんさか 大分市 都町２－４－６　都プラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5019

鉄板焼きたっちゃん 大分市 都町２－５－１３　白銀ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4974

夢二家 大分市 都町２－５－１３　白銀ビル２１２　 飲食店 ZN-2000-2088

キャノンボール 大分市 都町２－５－１３　白銀ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-5633

ワイン＆バルグランドブルゴーニュ 大分市 都町２－５－１３　白銀ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4910

炭火もも焼 活魚 だぼ 大分市 都町２－５－１６　都レインボー会館１０２ 飲食店 JS-0004-1596

小料理 花の里 大分市 都町２－５－２１　第２パルコビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9076

炭唄 大分市 都町２－５－２２　フタバ産業ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1625

Bartonto 大分市 都町２－５－３０　ピカソ会館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4972

Gluck 大分市 都町２－５－６　双葉タクシービル２０５　 飲食店 ZN-0001-5034

桟敷坐 大分市 都町２－６－１３　日の丸ビル１Ｆ 飲食店 JS-0006-0023

焼肉 銀山亭 大分市 都町２－６－１６　尾野ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-4619

鮨処灘 大分市 都町２－６－３　G STAGE １－Ｃ　 飲食店 ZN-0001-4811

プレジール 大分市 都町２－６－３　G STAGE ２Ｆ 飲食店 JS-0000-3534

Gainsbourg 大分市 都町２－６－３　G STAGE ３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4209

食と酒まるみ 大分市 都町２－６－９　コスモビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4925

diningitadaki 大分市 都町３－１－２１　セイワビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4416

さが良 大分市 都町３－１－５　グリーンリッチホテル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0433

肴倉 大分市 都町３－２－１０　マルビル１０５　 飲食店 ZN-0001-4875

和み家 大分市 都町３－２－１０　都町マルビル１０１　 飲食店 ZN-0002-1326

炭火もも焼き日向 大分市 都町３－２－２１　西田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3296

BAR ＋ DINING 楼 大分市 都町３－２－２９　太陽ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-8564

MAGIC BAR Wazuma 大分市 都町３－２－３７　安部ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6651

あじわい屋 かんらん 大分市 都町３－２－４　井上ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6402

CHAMBRE A SOURIRE 大分市 都町３－４－１６　123 ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0621

宇へのと宙 大分市 都町３－４－５　銀座会館ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0784
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大衆酒バル三善 大分市 都町３－４－７　久野ビル２０３ 飲食店 JS-0004-5027

有磯鮨 大分市 都町３－４－９　村山ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4940

海鮮居酒家太平 大分市 都町３－５－２９　グローバルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5076

華鶴 大分市 都町３－５－２９　グローバルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1809

大衆 BAL ROSSO 大分市 都町３－５－７　パークサイドビル２０２ 飲食店 JS-0004-6930

鳥かじ 大分市 都町３－５－８　都町一番館ビル１ＢＣ　 飲食店 ZN-0002-1732

韓国料理明洞 大分市 都町３－５－８　都町一番館ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5054

焼肉工房 シンキ 大分都町店 大分市 都町３－６－２０　マリオンビル１０１ 飲食店 SL-2000-8882

diningpicante 大分市 都町３－６－２０　マリオンビル１０２　 飲食店 ZN-2000-6200

味藏 大分市 都町３－６－６　エンドービル１０３　 飲食店 ZN-0001-5011

BARPerch 大分市 都町３－６－６　エンドービル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4428

食楽よしたけ 大分市 都町３－６－９　日経ビル１０２　 飲食店 ZN-0002-1577

笑和や 大分市 都町３－７－９ 飲食店 JS-0002-0922

肉料理嘉牛 大分市 都町４－２－２２　　 飲食店 ZN-0001-4797

肉料理嘉牛肉市場 大分市 都町４－２－２３　　 飲食店 ZN-0001-4798

焼肉玄武 大分市 都町４－２－３７　フジヒロビル３　１Ｆ 飲食店 JS-0005-2174

あるばむ 大分市 都町４－３－２２　都町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1007

炭火焼肉太平楽 大分市 都町４－３－２６　都町コーポ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5116

魚ゆう 大分市 南鶴崎２－１－４ 飲食店 JS-0003-7901

自然派中華厨房 meimei 大分市 畑中７－１－２　コーポ森１０５ 飲食店 JS-0005-2119

焼とりダイニングわてん 畑中店 大分市 畑中８－５ 飲食店 JS-0003-5751

BackStage 大分市 府内町１－１－１１　アテネビル３Ｆ 飲食店 SL-2000-6892

ボレロ食堂 大分市 府内町１－１－１４　府内パ－キングビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-0665

高級焼肉 大将軍 府内店 大分市 府内町１－１－１５　府内センタービル２Ｆ 飲食店 JS-0003-4317

30 天照／花雅大分府内店 大分市 府内町１－１－７　府内町１－ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3145

九州地鶏居酒屋あや鶏大分駅前府内町店 大分市 府内町１－２－６　府内一番館ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1948

DANRO 大分市 府内町１－３－１８　ポラリス府内２Ｆ 飲食店 ZN-2000-6333

イタリア料理 RUFINA 大分市 府内町１－５－１　コスモビル２　１０５　 飲食店 ZN-0001-5146

酒場空海 大分市 府内町１－５－１　コスモビル２　３０２　 飲食店 ZN-2000-6705

かにせん 大分市 府内町２－２－１５　なぎさやビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4111

吉心 大分市 府内町２－２－２２　ますやビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9399

府内バル TAN ＇ S 大分市 府内町２－３－２３　吉良ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-0336

とりぞう府内町店 3 羽め 大分市 府内町２－３－２５　コスモビル２０１　 飲食店 ZN-2000-5119

こだわりもんだんや 大分市 府内町２－３－２９　山川ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5982

りゅうのはね 大分市 府内町２－４－５　若竹ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2498

和バル 奏 大分市 府内町２－５－３　矢崎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8271

炙り家にわか 大分市 府内町３－２－２２　　 飲食店 ZN-2000-6310

キリン大使館 大分市 府内町３－２－２５　　 飲食店 ZN-0001-4954

虎竹はなれ 大分市 府内町３－２－２５　　 飲食店 ZN-0001-4961

ピンチョス Q 大分市 府内町３－２－２５　大使館ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0246

料理家 くらかけ 大分市 府内町３－５－１３　石松ビル２　１０５ 飲食店 JS-0001-5380

エスニックブロス 大分市 府内町３－５－１６　石松ビル２０１　 飲食店 ZN-0001-5169

Kitchen．304 大分市 府内町３－５－２８　府内ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7161

グリル 眞 大分市 府内町３－７－１９ 飲食店 JS-0000-1158
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こつこつ庵 大分市 府内町３－８－１９　　 飲食店 ZN-0001-4795

酒湊みなみ 大分市 法勝台１－２－８　天然館ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5086

居酒屋 竜 大分市 牧２－１７－５　牧ロイヤルプラザ 飲食店 JS-0003-4558

ハンブルグ 大分本店 大分市 牧上町４－２０ 飲食店 JS-0000-6422

26 蔵の間／ビーフ KURA 大分店 大分市 末広町１－１１－１　 サンクビルⅡ　５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2960

Roidulion 大分市 末広町１－１－２４　恵美須堂ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-4340

青年酒場 大分市 末広町１－１－２８　　 飲食店 ZN-0001-4803

みしん工房 大分店 大分市 羽屋９－３ ショッピング JS-0004-0780

ユノカ 大分市 横塚２－７－３ ショッピング JS-0004-6864

有限会社安部時計店 大分市 王子町３－１４　 ショッピング SL-2000-6939

フラワーショップ花花 大分市 下郡中央２－９－５ ショッピング JS-0000-4490

PoPo 倶楽部 大分市 下郡北３－２６ ショッピング JS-0004-4994

メガトン書店 大分賀来店 大分市 賀来南１－７－２６ ショッピング JS-0002-9331

カーサポート・ナイス 大分市 賀来北２－１８－１ ショッピング JS-0001-1518

タイヤレスキュー 大分市 賀来北２－６－７ ショッピング JS-0002-0027

宮崎マイカーセンター 大分市 宮崎８８３　 ショッピング SL-2000-2736

やま薬局金池店 大分市 金池町１－１１－１６－１０１ ショッピング JS-0005-8327

b．Blanket 大分市 原新町１０－３０　シャイン萩原１Ｆ ショッピング JS-0000-1723

有限会社フクヤ 大分市 光吉５８７ ショッピング JS-0005-6243

Gateaux Lab Linclock ガトーラボ  リンクロック 大分市 公園通り３－１－１２ ショッピング SL-2000-4140

ソフトバンクパークプレイス大分 大分市 公園通り西２－１　　 ショッピング ZN-2000-1105

いろり 大分市 高松東１－６－３ ショッピング JS-0004-9447

萱島佛壇店 大分市 坂ノ市南２－４－１ ショッピング JS-0005-2274

カウボーイ大分【本店】 大分市 種具７９－１　 ショッピング SL-2000-0985

洋菓子マンダリーヌ 大分市 森１２１４－６ ショッピング JS-0005-4717

菜葉屋 大分市 森３９３－２ ショッピング JS-0005-4347

パサール新川 大分市 勢家１１３７　D-plaza １Ｆ ショッピング JS-0002-9085

リペアハウスそのだ靴店 大分市 勢家町２－２－２５　　 ショッピング ZN-0002-5994

サイクルショップロッポ 大分市 生石５－８－８ ショッピング JS-0005-7278

上田椎茸松乃湯店 大分市 生石港町２－１－２０ ショッピング JS-0003-8425

Re ー Sew 大分市 西新地２－１－４ ショッピング JS-0004-7573

男子専科 マルサン 大分市 西鶴崎１－９－３　 ショッピング SL-2000-6390

菓子屋 gris 大分市 碩田町１－１－２１ ショッピング JS-0003-9558

マミーズ キッチン 大分市 泉町７－８ ショッピング JS-0003-1138

G・TWORKS 大分市 大字横瀬５００ ショッピング JS-0003-7745

軽四倶楽部ミニボーン 大分市 大字横尾２７３７－２ ショッピング JS-0001-2486

丸尾 大分市 大字下郡１７４０－１ ショッピング JS-0004-4789

ビーライン 下郡店 大分市 大字下郡３６２９－１ ショッピング JS-0003-3501

大分植木 大分市 大字玉沢６２５－２ ショッピング JS-0004-7373

弁当・そうざい倶楽部 雅風 大分市 大字上宗方５６７－８　日生第６マンション ショッピング JS-0002-7444

メガネショップクォーター大分店 大分市 大字上宗方６５８－６ ショッピング JS-0004-9991

おいしい野菜の店葉な果菜 大分市 大字城原３５８－１　　 ショッピング PK-0000-8470

赤坂書店大分店 大分市 大字森１２３５－１ ショッピング JS-0002-1496

キクチ種苗 大分市 大字豊饒２８５－１ ショッピング JS-0005-1131
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アマーベル 大分市 大字木上４７８－８ ショッピング JS-0004-4931

湯布くらふと 大分市 大字木上４９－１ ショッピング JS-0003-0488

ticog 大分市 大手町１－１－８　佐藤ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-7925

スポーツリーグ 大分市 大手町２－１－１０　　 ショッピング ZN-0002-2878

GarageBULL 大分市 大津町１－３－１９ ショッピング JS-0002-3868

ビーライン大津店 大分市 大津町３－４－９ ショッピング JS-0004-6248

時計宝石のヒグチ 大分市 中央町１－５－２ ショッピング JS-0000-1072

ホットマン 大分店 大分市 中央町１－５－２３　ミチコビル１Ｆ ショッピング JS-0003-7569

スタンダードフラワー 大分市 中央町２－５－３　トキハインダストリー１Ｆ ショッピング JS-0004-4184

カモシカ書店 大分市 中央町２－８－１　２Ｆ　 ショッピング SL-2000-3114

ハッピージェム 大分市 中央町３－５－１４ ショッピング JS-0001-6951

ストックパイル エコリオ 大分市 中春日町１４－３ ショッピング JS-0003-5043

スクーデリア 大分市 椿ヶ丘１６－２ ショッピング JS-0001-2162

Linda 大分市 都町２－３－２９　マルタケ５１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4296

Linda 大分市 都町２－５－２４　大分第一ビルⅡ　１Ｆ ショッピング JS-0003-0658

釣具のイヴ春日店 大分市 東春日町７－７　２Ｆ ショッピング JS-0005-9847

spoon． 大分市 東大道２－８－１０　B.B.PLACE １Ｆ ショッピング SL-2000-9433

タカチホカメラ 府内店 大分市 府内町１－２－４　一番館１Ｆ ショッピング AX-0000-0264

Hoen 大分市 府内町１－６－２９　府内中央ビル１０４　 ショッピング ZN-0002-5296

Savvy 大分市 府内町２－２－１　名店ビル１０７ ショッピング JS-0002-1070

ブルーボア 大分市 府内町２－４－１４　　 ショッピング ZN-0002-6223

Chapel 大分市 府内町２－５－１７ ショッピング AD-0000-0822

SUNQGO 大分市 府内町２－６－９　グラスビル２Ｆ ショッピング JS-0001-4292

RA’S DEN RECORDS 大分市 府内町３－５－１３　第２石松ビル２Ｆ ショッピング JS-0001-9518

CROMAGNON 大分市 府内町３－７－２９ ショッピング AD-0000-0188

CAR SHOP HELP 大分市 豊海３－５－６ ショッピング JS-0001-9636

原仏壇店 大分市 牧１－６－３４　　 ショッピング ZN-2000-3728

カスガウラ美容室 大分市 王子北町５－９　フレスポ春日浦２Ｆ サービス JS-0004-0976

ランドリーラウンジ 大分市 下郡３４７４－７ サービス JS-0000-2550

マライカバザール 大分店 カフェ 大分市 下郡３４７４－７ サービス JS-0005-0844

マライカバザール 大分店 大分市 下郡３４７４－７ サービス JS-0005-0848

Brilliant ～ D ～ ray 大分市 下郡中央２－４－１１　建設新聞社ビル１Ｆ サービス JS-0000-9110

モータープラザ陸王 大分市 下郡北３－４－３１ サービス JS-0002-2388

hair fact nico 大分市 賀来北２－１４－１　ファミーユ２　１０５ サービス JS-0002-4369

varied 大分市 金池町２－１－４　安東グリーンビル２Ｆ サービス JS-0002-6955

tokeijicake 大分市 金池町２－１－４　安東グリーンビル５Ｆ サービス JS-0002-6043

bellezzahairDolce 大分市 金池南１－１３　アグレアブルゴトウ２０１ サービス JS-0000-6782

ウルハ 大分市 古国府２１２－３　Ｂ１Ｆ サービス JS-0005-8258

aimer h － air 大分市 光吉１１７２－１ サービス JS-0000-5023

メイクアップ 大分市 高砂町３－３　 サービス SL-2000-7332

美容室リアント 大分市 高崎３－１－１５－１０１ サービス JS-0001-9410

Radiant． 大分市 高松東１－５－５　プロスペリタ高松東１０１ サービス JS-0002-9253

forbicidimiki ミキノハサミ 大分市 高松東２－２－３ サービス JS-0002-2643

ノット イコール ヘアー 大分市 今津留１－２－８　ボン長田１Ｆ サービス JS-0001-7167
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楽ヴィータ 大分市 寿町１１－２　第三大成ビル２０１ サービス JS-0005-3481

flower 大分市 松岡８２０５－５　 サービス SL-2000-1376

アーツ 大分市 新川町２－８－３２－１ サービス JS-0002-7542

トランスモード エラシーパレット店 大分市 森町５７７－１ サービス JS-0004-6944

パラジェル 大分東店 大分市 森町５７７－１　エラシーパレット内 サービス JS-0004-6960

ファーストコール 大分市 須賀１－２－２１ サービス JS-0005-7959

intimate 大分市 須賀２－１７－２１　グランペール１Ｆ サービス JS-0002-6707

美容室 フルール 大分市 政所３８７３　 サービス SL-2001-0430

studiodephotogr 大分市 生石港町２－５－１０　　 サービス PK-0000-2609

Hair make a road 大分市 碩田町３－３－３９ サービス JS-0001-9953

Mirror Mirror 大分市 大字下郡３０７６－３ サービス JS-0001-0937

潮騒企画 大分市 大字関園８４２－５　　 サービス PK-0000-1476

hair make amiy 大分市 大字宮崎１３８８－２ サービス JS-0000-7983

ヒットロード 大分市 大字三佐９６８－２　　 サービス PK-0000-7599

ひなた整骨院わさだ院 大分市 大字市４４６－１ サービス JS-0004-3237

ヒップヒップフラー 大分市 大字市５５０－２ サービス JS-0004-8614

cardinal 大分市 大字上宗方１０８０－２ サービス JS-0004-7269

カラースポット 大分市 大字上宗方５６０－１４　宗方サンプラザ１０２ サービス JS-0004-8605

IDE’AL 大分市 大字城原２３３３－１ サービス JS-0001-7384

ヘアクリエイト ミリ 大分市 大字生石１４５－４４ サービス JS-0004-8676

libera 大分市 大手町１－３－４　遊歩ビル２０２ サービス JS-0004-3908

marque page 大分市 大道町２－８－５８　ドリーム一万田１Ｆ サービス JS-0002-1473

美容工房 OBJET 大分市 中央町１－１－２４　ヨミービル２Ｆ サービス JS-0003-0045

エイジレス サロン ホープ バイ トリコ 大分市 中央町１－４－２２　サクラヤビル２Ｆ サービス JS-0003-7081

美容室 ブラコ 大分市 中央町１－５－２３　ミチコビル６Ｆ サービス JS-0003-1113

Tokyo HIKE 大分市 中央町１－５－２５　新大分ビル１Ｆ サービス JS-0002-6021

スマップル大分店 大分市 中央町２－１－１７　ブンゴヤ本社ビル１Ｆ東 サービス JS-0004-7944

PRECIOUS eyelash 大分市 中央町２－１－２２　ネクストビル３Ｆ サービス JS-0004-1892

アルティスト 大分市 中央町２－６－３０ サービス SL-2000-0399

クリエイトサロンリエゾン 大分市 中央町３－７－３６　佐伯ビル２Ｆ サービス SL-2000-1836

hair Design fika．津留店 大分市 中津留１－２－３ サービス JS-0002-1644

ヒーリングサロン ケリー 大分市 中島西１－４－１６　アソシエビル１Ｆ サービス JS-0004-9744

LEGGU 大分市 津留１９１６－４ サービス JS-0000-6529

Greedy hair 大分市 田室町３－１２　太陽田室ハイツ１ サービス JS-0002-0971

eshaircraft 大分市 田室町８－２１　　 サービス ZN-2000-3401

田邊商店 大分市 田中町１２組 サービス JS-0002-2412

ヘア クラフト テンポイント 大分市 東原２－６－５０　 サービス SL-2000-1896

ヘアデザイン ジョア 大分市 東春日町１２－１３　後藤コーポ１Ｆ－１０５ サービス JS-0001-1133

BORDER ＋ 大分市 東大道３－８－２８　だんだん畑ビル１０１　 サービス ZN-0003-1035

アウラヘアー 大分市 萩原１－４－４　八千代ビル１Ｆ サービス SL-2000-0455

hairmake te．to．te 大分市 畑中８４７－１０ サービス JS-0000-3844

CaSeWoRk 大分市 府内町１－１－１９　　 サービス ZN-0002-9867

BOOM FUNAI 大分市 府内町１－１－２０　TOY ビル２Ｆ　 サービス SL-2000-6949

ルアナ 大分市 府内町１－４－２０　鎌田ビル２Ｆ サービス JS-0005-2104
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PERLE 大分市 府内町１－５－１　コスモビル２　１０１ サービス JS-0005-3213

ラプティ 大分市 府内町２－２－１６　松月ビル　　 サービス ZN-0002-9837

レパラシオン 大分市 府内町２－３－２０　天神ビル１０２ サービス JS-0003-7952

ケイズべぜ 大分市 府内町３－７－３５　プラネット府内２Ｆ サービス SL-2000-1415

Remit hair 明野店 大分市 牧１５０６－１７ サービス JS-0002-6155

FACET HAIR 大分市 牧３－２－４　コーポ田嶋１－Ｄ サービス JS-0002-2965

ジャストネイル 大分市 明野東１－１－１　あけのアクロスタウン本館１Ｆ　 サービス ZN-0002-3277

コモド 大分市 明野北２－１５－２　第２岩本アパート１０２ サービス JS-0000-2488

SHINNhaircreate 大分市 要町５－１２－１０２　エテルノ駅南　 サービス ZN-0002-9825

クイーンズエコー 大分府内大橋店 大分市 大字宮崎五反田８２９－１ エンターテインメント JS-0003-5117

有限会社うめの補聴器センター 大分市 中央町１－１－１３　モリムラビル１Ｆ その他 SL-2001-0271

料理工房  本母 大分市 都町１－２－５ その他 SL-2000-5872

居酒屋ダイニング 88 スタイル 竹田市 竹田町１２３ 飲食店 JS-0005-7373

長湯温泉かじか庵 竹田市 直入町長湯２９６１－２ 飲食店 JS-0004-7805

かどやクリーニング　サンリブ竹田 竹田市 玉来７１０　　 ショッピング PK-0000-8127

茶房ひめ野 竹田市 大字竹田町２３９ ショッピング JS-0005-0601

靴のエトー 竹田市 竹田町５１７ ショッピング JS-0003-1904

焼肉かもん 中津市 宮夫２１９－１　　 飲食店 ZN-0002-6639

手打ちそば 花ごろも 中津市 牛神町１－１４－１２ 飲食店 JS-0004-8776

じゅうじゅう亭 中津市 中央町２－１－３ 飲食店 JS-0000-4522

家元 中津市 天神町１４　　 飲食店 ZN-0001-4868

魚串大衆酒場ブルチャン 中津市 島田２１６－９　　 飲食店 ZN-0001-5134

笑顔のたね 中津市 島田３５０－４　　 飲食店 ZN-0001-5065

BARFOURSEASONS 中津市 島田３６３－９　　 飲食店 ZN-2000-2077

夢天までとどけ 中津市 島田３７０－２ 飲食店 JS-0005-3078

焼きとん屋くうとん 中津市 島田３７４－１０　　 飲食店 ZN-0001-5110

個室座 dining 夜隠 中津市 島田３７４－２５　　 飲食店 ZN-0001-5135

美きや 中津市 島田５７－３５　　 飲食店 ZN-0001-4833

永しん 中津市 島田７６６－３ 飲食店 JS-0001-9637

スナック　ARCANA 中津市 島田本町２６　NT ビル１－３　　 飲食店 PK-0000-6709

贈り物の清風堂 中津市 一ツ松１１５－６ ショッピング JS-0004-8641

Carvillage 中津市 一ツ松５１－１　 ショッピング SL-2000-2386

メガネショップクォーター中津店 中津市 下池永１５０－１ ショッピング JS-0004-9973

くじめ屋 2 中津市 下池永５０－６　　 ショッピング ZN-0002-6283

くじめ屋 3 中津市 下池永５０－６　　 ショッピング ZN-0002-6284

豊福商店 中津市 蛎瀬８１５－７ ショッピング JS-0005-4495

リサイクルマート 中津店 中津市 宮夫２２５－３ ショッピング JS-0005-9039

ハヤカワ 中津市 牛神４１０－１ ショッピング JS-0003-4897

S － mart 中津市 牛神４１０－１ ショッピング JS-0005-0552

宮本青果 中津市 上宮永１６－１０　　 ショッピング PK-0000-8417

中津市民病院売店 中津市 大字下池永１７３ ショッピング JS-0005-4623

MAIN DE MERE 中津市 大塚５４１－３ ショッピング SL-2000-6299

IWATAAUTO 中津市 東浜１１２６－１ ショッピング JS-0004-2641

美容室アクア 中津市 一ツ松１６２－１ サービス JS-0004-4187
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Rooms Hair 中津市 一ツ松３８０ サービス SL-2000-5836

どろん 中津市 沖代町１－５－７１ サービス JS-0001-4737

ハーツ・ベリー・ヘアー 中津市 沖代町２－９－４５ サービス JS-0000-8386

asile 空 中津市 三光臼木４０３ サービス JS-0000-8389

DOG LIFE STYLE BLUE 中津市 三光森山１１８８－４７ サービス JS-0005-1972

オートライン 中津市 三光土田１４１－１ サービス JS-0005-4512

Hair ＆ RelaxationLuce 中津市 大字大塚７５１－５ サービス JS-0001-0880

Gasso 中津市 豊田町３－８－１６　２Ｆ サービス SL-2001-0413

クイーンズエコー 中津店 中津市 島田８３４－１ エンターテインメント JS-0003-5242

なつめ薬局 津久見市 徳浦本町７－６ サービス JS-0004-4658

寿し金 日田市 亀山町５－１０ 飲食店 JS-0001-7545

パンチ 日田市 隈１－５－２２　日田未来ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3472

天領酒場 3 丁目 日田市 隈２－１－２０　　 飲食店 ZN-0001-5080

すてーき茶寮 和くら 日田市 隈２－４－１３　 飲食店 SL-2000-3512

味の柳原 日田市 三本松１－１２－１４ 飲食店 JS-0002-6940

ステーキハウスそのだ 日田市 三本松２－７－１０ 飲食店 JS-0004-3397

ワインレストラン Wiz 日田市 中央１－６－２８ 飲食店 JS-0002-1234

アラスカンカフェ 日田市 中城町２－２８ 飲食店 JS-0004-4309

もつ焼きラボまめ吉 日田市 豆田町１２－４ 飲食店 JS-0004-8120

蕎麦酒処 麦屋 日田市 豆田町１４－３ 飲食店 JS-0004-4083

ビストロ 菜の卓 日田市 本町８－２１ 飲食店 JS-0002-7016

綾部商店 日田市 隈１－１－３０ ショッピング JS-0004-0970

ギャラリー豆田のこまめ 日田市 港町２－１４ ショッピング JS-0000-0301

おしゃれの店れいめい 日田市 三本松１－７－４　 ショッピング SL-2000-9980

新日本緑地 日田市 小ヶ瀬町２７５７ ショッピング JS-0002-1963

釣具のまつお 日田市 庄手７５９－１ ショッピング JS-0004-4495

メンズショップまるしん 日田市 中央１－１－３　 ショッピング SL-2000-4588

オリンピア 2F 日田市 中央１－３－１　２Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-4283

zakkaya nico 日田市 中央１－６－１４ ショッピング JS-0004-2692

みるき～すぱサンビレッヂ 日田市 天瀬町赤岩１０８－１　　 ショッピング ZN-2000-5310

studyinks 日田市 田島１－７－１　 ショッピング SL-2000-9173

肉のふじや 日田市 田島１－７－４２ ショッピング JS-0002-6996

佐々木仏壇店 日田市 田島２－１－１ ショッピング JS-0002-5049

パサール日田 日田市 渡里９１－８ ショッピング JS-0002-9092

かすりや 日田 日田市 豆田１２－３ ショッピング JS-0005-0323

相澤漆芸工房 日田市 豆田町１０－２ ショッピング JS-0003-0911

布遊舎 豆田店 日田市 豆田町１１－４ ショッピング JS-0004-4966

アカシ 日田市 豆田町７－１３　 ショッピング SL-2000-0217

渕上屋 日田市 豆田町８－１８ ショッピング JS-0004-5048

ちりめん雑貨 なか屋 日田市 豆田町８－３３ ショッピング JS-0004-1003

天領まちの駅 日田市 豆田町８－３３ ショッピング JS-0005-3458

遊膳 豆田店 日田市 豆田町９－８ ショッピング JS-0004-4965

はなよし生花店 日田市 本町８－７ ショッピング JS-0004-8248

岩里薬局 日田市 亀山町２－２４ サービス JS-0003-7155
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ニコニコレンタカー 日田駅前店 日田市 元町１８－１８　喜安屋ビル１Ｆ サービス JS-0005-7337

Hair ＆ Esthetic Link 日田市 中央２－２－１６ サービス JS-0004-2853

和田自動車整備工場 日田市 南友田町９７８－５ サービス JS-0002-9008

DAISy HAIR 日田市 日ノ出町５９－５ サービス JS-0000-9348

やきとり勝 別府市 駅前町１３－１　ロイヤルハイツ駅前１０１　 飲食店 PK-0000-6693

豊後屋竹かんむり 別府市 駅前町１３－１６　池崎ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-3466

異風堂々 別府市 駅前本町　１－２９　日名子ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-6612

Sake Bar くらっぷ亭 別府市 元町５－１３ 飲食店 JS-0003-4361

MR．GRILL 別府市 春木１－１ 飲食店 JS-0002-4591

焼肉 なり田 別府市 新別府６－１　　 飲食店 ZN-0002-1851

鷄八 やまなみ店 別府市 石垣西１０－９－１２　カーサ芳美１０１ 飲食店 JS-0005-7744

鶏八 やまなみ店 別府市 石垣西１０－９－１２－１０１ 飲食店 JS-0000-9469

うさぎととら 本家 別府市 中央町３－２２ 飲食店 JS-0001-0159

別府丸万  鉄輪店 別府市 鉄輪上５組　パールハウスセブン２Ｆ 飲食店 SL-2000-8495

ボッコチュクチェ 別府市 北的ヶ浜町２－１８　JK ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-0527

侘び寂び屋 別府市 北浜１－１０－１２ 飲食店 JS-0000-9075

宗麟の皿 別府市 北浜１－１０－１２ 飲食店 JS-0004-7297

7DINER 別府市 北浜１－１１－１０　愛媛屋ビル別館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5018

みなみ丸 合歓 別府市 北浜１－１１－２０　トラヤビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8284

炉端 まるとく 別府市 北浜１－１－１５ 飲食店 JS-0003-5906

和彩処おおがみ 別府市 北浜１－１２－２　　 飲食店 ZN-2000-6991

食道楽とさか 別府市 北浜１－１５－１４ 飲食店 JS-0005-3450

好きやねん 別府店 別府市 北浜１－１５－１４　シーサイド富士吉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9534

辿 別府市 北浜１－２－２　アリガットビル　 飲食店 ZN-0001-4831

新鮨し 別府市 北浜１－２－２　アリガットビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6376

KilteR 別府市 北浜１－３－２３　渡辺ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7622

別府丸万 別府市 北浜１－３－２８　丸万ビル 飲食店 SL-2000-8494

居酒屋のん太 別府市 北浜１－３－３１　　 飲食店 ZN-0001-5061

そむり 別府市 北浜１－４－２８　笠岡商店ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1578

かくれが DiNiNG 和楽 別府市 北浜１－４－７　　 飲食店 ZN-0002-1288

豊後食道 別府市 北浜１－４－９　つるみプレザンビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0529

居酒屋 宇良神 別府市 北浜１－５－６ 飲食店 JS-0003-8269

別府ヒットパレードクラブ 別府市 北浜２－１－２　　 飲食店 ZN-0001-4878

リトルシアター別府店 別府市 駅前町１１－１７　BIS 南館 ショッピング JS-0000-9998

いえよし 別府市 駅前町１２－１３　B-Passage 内 ショッピング JS-0001-1339

Beppu Table 別府駅店 別府市 駅前町１２－１３　B-Passage 内 ショッピング JS-0005-3907

時計・貴金属のワタナベ 別府市 駅前町１２－１３　B-Passage 内 ショッピング SL-2000-0023

上田椎茸専門店 別府市 小倉６ ショッピング JS-0003-8426

別府つげ工芸 別府市 松原町１０－２　　 ショッピング ZN-0002-2973

まつき釣具 別府本店 別府市 新港町２－２５ ショッピング JS-0002-4376

EPANOUIR 別府市 石垣東１－４－２０ ショッピング SL-2000-0755

bamboo bamboo 別府市 中央町１－３０　堀ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-8146

メガネショップクォーター別府店 別府市 鶴見１８９５－１ ショッピング JS-0004-9977

別府市竹細工伝統産業会館ミュージアムショ 別府市 東荘園８－３ ショッピング JS-0003-8623
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椎茸専門八宝堂 別府市 北浜１－３－４　　 ショッピング ZN-2000-4553

そむり 別府市 北浜１－４－２８　笠岡商店ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1326

HugHug トキハ別府店 別府市 北浜２－９－１　トキハ別府　　 ショッピング ZN-2000-6418

ヘアームーブ ル・リアン 別府市 駅前本町１－５　つるみカーパーク１Ｆ サービス JS-0002-1475

ニコニコレンタカー別府駅前店 別府市 駅前本町９－２０ サービス JS-0001-3135

美容室 KOTORI 別府市 火売９ サービス SL-2000-5283

ヘアー・ムーブ 別府市 元町６－９ サービス JS-0002-8276

キング自動車工場 別府市 若草町９－２１ サービス JS-0003-9433

美容室 ファイン 別府市 上人仲町４－８ サービス JS-0001-6390

GrassHair 石垣店 別府市 石垣西１０－５－１　　 サービス ZN-0003-1024

CHOCOLAT 別府市 石垣西７－２－２１ サービス JS-0002-2444

カンファー 別府市 石垣東１－７－８　 サービス SL-2000-6532

HairStudioCHOKICHOKI 別府市 石垣東２－６－６　　 サービス ZN-2000-4532

ヘアーメイク アンジェリング 別府市 石垣東２－８－１８　 サービス SL-2000-0314

eternalhair 別府市 石垣東４－１－４３ サービス JS-0000-3583

Sweet nail 別府市 田の湯町１０－２９　マルコビル２Ｆ サービス JS-0005-6288

Grass Hair 本店 別府市 北浜１－６－１７　 サービス SL-2000-3965

Hairas 別府市 餅ヶ浜町９－４１　１Ｆ東側 サービス JS-0001-5476

クイーンズエコー 別府タワー店 別府市 北浜３－１０－２　別府タワー４Ｆ エンターテインメント JS-0003-5245

カナック別府店 別府市 石垣西１０－４－６１　 その他 SL-2000-3382

カフェレストラン fiore 豊後高田市 見目４０６０ 飲食店 JS-0003-8933

ビストロげってん 豊後高田市 高田２８６３－８ 飲食店 JS-0004-7270

近藤松月堂 豊後高田市 高田８４４ ショッピング JS-0004-5311

高田タイヤ 豊後高田市 新地１７２１－１ ショッピング JS-0004-5543

HIDAKA 豊後大野市 三重町市場１２９９ ショッピング JS-0002-3100

フジカラー KV フォトトキハ三重店 豊後大野市 三重町市場４４７－１　トキハインダストリー三重店　 ショッピング ZN-2000-6647

神山クリーニング　バイパス店 豊後大野市 三重町赤嶺１９０４　　 ショッピング PK-0000-7983

道の駅原尻の滝 滝の館 豊後大野市 緒方町原尻９３６－１ ショッピング JS-0004-8229

道の駅原尻の滝 レストラン白滝 豊後大野市 緒方町原尻９３６－１ ショッピング JS-0004-8236

牟礼鶴酒造 豊後大野市 朝地町市万田５７０ ショッピング JS-0003-9298

カラオケダイニングわびすけ 豊後大野市 三重町市場１６０６－１　２Ｆ エンターテインメント JS-0003-1250

酒のチャップリン 三重店 豊後大野市 三重町赤嶺１５３５　 その他 SL-2000-0818

福蔵 由布市 湯布院町川上１０２５－２６　　 飲食店 PK-0000-3232

元祖豊後肉汁うどん 由布市 湯布院町川上１０９８－１ 飲食店 JS-0004-5207

菊すけ 由布市 湯布院町川上１２６９－３６ 飲食店 JS-0004-3398

湯布院和食処 一 由布市 湯布院町川上１４８７－２ 飲食店 JS-0004-5208

新銭屋 由布市 湯布院町川上１５４２－１ 飲食店 JS-0005-7526

dining KUMU 由布市 湯布院町川上３０４８－１０ 飲食店 JS-0005-3710

豚焼肉専門店 七豚 由布市 湯布院町川上３０５６－１　モトヤマビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0221

七厘焼き和作 由布市 湯布院町川上３０６４－４ 飲食店 SL-2000-3007

焼肉大也 由布市 湯布院町川上３７２８－１０　２Ｆ 飲食店 JS-0005-2390

九州饂飩物語 由布市 湯布院町川北２－１１ 飲食店 JS-0004-5211

櫟の丘 由布市 湯布院町川北８９３－１ 飲食店 JS-0005-3935

勾玉屋 湯布院店 由布市 湯布院町川上１１００－８ ショッピング JS-0001-7856
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由布院 鄭東珠作品室 鄭東珠 由布市 湯布院町川上１２６７－７ ショッピング JS-0000-7605

CircleI’s 由布市 湯布院町川上１４７９－２ ショッピング JS-0002-5887

湯布院アミューズ 由布市 湯布院町川上１５０３－１ ショッピング JS-0004-5210

ゆふいん雑貸家 由布市 湯布院町川上１５０４－２ ショッピング JS-0002-9087

エスペランサ 由布市 湯布院町川上１５０５－６ ショッピング JS-0002-9086

ROOTS ISLAND 湯布院 2 号店 由布市 湯布院町川上１５２４－１ ショッピング JS-0004-9700

スヌーピー茶屋（物販） 湯布院店 由布市 湯布院町川上１５２４－２７－Ａ ショッピング JS-0004-4728

スヌーピー茶屋 湯布院店 由布市 湯布院町川上１５２４－２７－Ｂ ショッピング JS-0004-4727

ごま福堂 湯布院店 由布市 湯布院町川上１５２７－１ ショッピング JS-0004-4961

ギャラリー sora 由布市 湯布院町川上１５３５－２　 ショッピング SL-2001-0234

花夢遊 2 由布市 湯布院町川上１５４１－９ ショッピング JS-0003-9766

湯布院 牛兵衛 由布市 湯布院町川上１５５１－１１ ショッピング JS-0004-4962

きれのはな 金鱗湖店 由布市 湯布院町川上１５５６－１－２ ショッピング JS-0004-8508

ちりめん細工館 金鱗湖店 由布市 湯布院町川上１５５８－２ ショッピング JS-0004-8318

ハナビラヒトツ。 金鱗湖店 由布市 湯布院町川上１５５８－２ ショッピング JS-0004-8322

今泉堂 由布市 湯布院町川上１６０８－１ ショッピング JS-0004-3430

由布院 ユウベル ホテル 由布市 湯布院町川上１６９１－８ ショッピング JS-0000-4904

FUKUBUKURO 由布市 湯布院町川上２９８９－９ ショッピング JS-0002-2850

ゆふいん夢蔵 本店 由布市 湯布院町川上３００１－５ ショッピング JS-0004-3962

ホリデイズ 由布市 湯布院町川上３０１９－１ ショッピング JS-0002-9088

ギャラリー花ゆう 由布市 湯布院町川上３０３７－１９　　 ショッピング ZN-0003-1280

3Ring 湯布院店 由布市 湯布院町川上３０３７－５ ショッピング JS-0002-0982

由布院ラスク 由布市 湯布院町川上３０４７－３ ショッピング JS-0003-1554

Yufuin Table 由布市 湯布院町川上３０４９－４　１Ｆ ショッピング JS-0002-0858

nico ドーナツ 由布市 湯布院町川上３０５６－１３ ショッピング JS-0005-5170

ねんりん 由布市 湯布院町川上３０５６－１３ ショッピング JS-0005-8773

ROOTS ISLAND 湯布院店 由布市 湯布院町川上３０５６－２４ ショッピング JS-0004-6574

R．M．S．イマヨシ 由布市 湯布院町川上３７３７－１ ショッピング JS-0000-5302

パサール湯布院 由布市 湯布院町川北５－１７ ショッピング JS-0002-9090

由布院ワイナリー 由布市 湯布院町中川１１４０－５ ショッピング JS-0002-8625

匙屋 由布市 湯布院町塚原４－８４ ショッピング JS-0002-0750

豊後ロハス工房 由布市 挾間町三船７４４－１　 ショッピング SL-2000-9001

旬菓工房 カシウ 由布市 挾間町挾間６１９－１ ショッピング JS-0003-0259

美容室ミューテ 由布市 挾間町北方５７ サービス JS-0004-8677

フィッシュスパ湯布院 由布市 湯布院町川上１５２４－１　湯の坪横丁内 その他 JS-0004-5212


