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加盟店名 所在地 ジャンル

魚心 伊東市 岡３７８－１　サニークレスト弐番館１Ｆ 飲食店 JS-0001-2271

奥の坊 伊東市 荻７５２－１ 飲食店 JS-0002-8979

居酒屋「澄」 伊東市 吉田７１５－２ 飲食店 JS-0001-6183

ステーキハウス金井 伊東市 十足６１４－１４３　　 飲食店 ZN-0001-3159

彩月 伊東市 十足６１５－１２０　 飲食店 SL-2000-7756

天冨良 天美 伊東市 十足６１５－１５０ 飲食店 JS-0005-3739

好きやねん 伊東市 松原本町１０－１４ 飲食店 JS-0000-7709

炭火焼肉 七福 伊東市 松原本町１０－９ 飲食店 SL-2001-0863

はるひら丸 伊東市 松原本町１－１４ 飲食店 JS-0003-0574

Bistro にゅう 伊東市 松原本町１５－１　ＫＭビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5286

イタリアンハウストスカナ 伊東市 中央町３－５　ヤマヤビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3080

レストラン茶風寿笛 伊東市 中央町７－４ 飲食店 JS-0005-2884

割烹ひと 伊東市 中央町９－３ 飲食店 JS-0001-3173

囲炉裏家いち 伊東市 猪戸１－２－４　　 飲食店 ZN-0001-3102

イタリアン酒場ケーズバール 伊東市 猪戸１－６－９　　 飲食店 ZN-2000-6339

潮祭亭 伊東市 湯川１－１－１１ 飲食店 SL-2001-1004

入船伊東駅前店 伊東市 湯川１－１６－１０ 飲食店 JS-0000-5276

伊豆高原明月館 伊東市 八幡野１１２５－２ 飲食店 JS-0002-9676

紅龍 伊東市 八幡野１１８３　やまもプラザＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5419

美酒食彩 金べえ 伊東市 八幡野１１８４－４０ 飲食店 JS-0001-2666

Cafe Milky 伊東市 八幡野１２６２－１８ 飲食店 JS-0005-1700

炭火割烹とも 伊東市 八幡野３００－２ 飲食店 JS-0002-5795

ひらやま宇佐美店 伊東市 宇佐美１６５３－１　　 ショッピング ZN-2000-4429

WITH 新宿 宇佐美店 伊東市 宇佐美１７１２－５－１０１ ショッピング JS-0004-5067

おおぞら薬局みはらし店 伊東市 岡２１７－２８　　 ショッピング PK-0000-5837

おおぞら薬局荻店 伊東市 荻３９８－１３　　 ショッピング PK-0000-5556

アストン 伊東市 宮川町１－６－１２ ショッピング JS-0003-9817

おおぞら薬局　デュオ店 伊東市 玖須美元和田７２０－１４３　デュオ１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8778

池田 20 世紀美術館 伊東市 十足６１４ ショッピング JS-0000-1255

株式会社ワールドギャラリー 大室高原店 伊東市 十足６１４－１４３ ショッピング JS-0001-8704

ILOHONEY  － 伊豆産天然純粋はちみつ － 伊東市 松川町１ー１８　１ＷＥＳＴ ショッピング SL-2000-4897

ブルーリボン 伊東市 猪戸１－５－３７　　 ショッピング ZN-0002-4167

アストンインテリア 伊東市 南町２－１－２０ ショッピング JS-0002-6549

UNIONMARKET 伊東市 八幡野１０６１－３－２ ショッピング JS-0000-6158

伊豆海洋公園 RIZE ダイビングサービス 伊東市 八幡野１１８９－１００　 ショッピング SL-2000-1120

伊豆オルゴール館 伊東市 八幡野１１９１－１ ショッピング JS-0000-1272

リトルマイスター 伊東市 八幡野１２４３－１３３ ショッピング JS-0001-8935

マリンゾロリゾート 伊東市 八幡野１３５２－７２ ショッピング JS-0001-5339

LOLOSITOA 伊東市 富戸１３１７－３９３ ショッピング JS-0004-8038

マリンハウスレイアロハ東伊豆店 伊東市 富戸８７７－４ ショッピング JS-0002-1087

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック
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ドッグサロン SakurAn’s 伊東市 宇佐美１６５９－５ サービス JS-0000-7582

岩下薬局吉田店 伊東市 吉田５７３－１ サービス JS-0002-8614

branch hair 伊東市 玖須美元和田７２７－１００１ サービス JS-0001-3401

美容室アンプルル 伊東市 桜ガ丘１－３－２４ サービス JS-0000-5245

トータルカーサポート 伊東市 十足６２０－９８ サービス JS-0005-5761

有限会社稲葉自動車工場 伊東市 湯川２－１－２ サービス JS-0002-7524

LaCourroneTiara 伊豆高原店 伊東市 八幡野１０４１－３２　ＢａｙＢｅｒｒｙＨｉｌｌｓ サービス JS-0002-5530

やんもの里動物診療所 伊東市 八幡野１０４１－４９ サービス JS-0003-3607

山のはちみつ 伊豆高原店 伊東市 大室高原４－７５５　 その他 SL-2000-2103

ほぐし屋 伊東市 湯川１－８－５　伊東駅前ビル３Ｆ その他 SL-2000-1882

チャイニーズオーベルジュ 仙豆飯店 伊東市 富戸１３１７－５７１９ その他 SL-2000-3130

炭の蔵 伊豆の国市 古奈２１３－２　　 飲食店 ZN-0001-3184

食いしん坊と呑んべえ 伊豆の国市 長岡１０８９－１１ 飲食店 JS-0004-3631

旬彩遊膳た奈か 伊豆の国市 長岡１６９－７ 飲食店 JS-0000-5644

焼肉 楽や 伊豆の国市 天野６６－２ 飲食店 JS-0000-1380

居酒屋藤 伊豆の国市 南條１６５１－１ 飲食店 JS-0001-3277

ひらやま伊豆長岡店 伊豆の国市 古奈４３２　　 ショッピング ZN-0002-4742

三枝タイヤ商会 大仁店 伊豆の国市 御門１９－５ ショッピング JS-0000-1324

（有）松井自動車工業所 伊豆の国市 吉田３６６－１ サービス JS-0001-8994

伊豆の国どうぶつ病院 伊豆の国市 三福１８８－４ サービス JS-0001-9417

Hair’sSTORY 伊豆の国市 守木８４７－１ サービス JS-0002-7519

岩下薬局江間店 伊豆の国市 南江間１３０６－２ サービス JS-0002-8618

もみり 伊豆の国市 南條７５７－１　高野コミュニティービル２Ｆ サービス JS-0002-6629

旬魚旬菜肴めし和 伊豆市 瓜生野２１６－７ 飲食店 JS-0002-6951

Bistro いずの蔵 伊豆市 本立野６１０－４　　 飲食店 ZN-0001-3189

マーガレット 伊豆市 修善寺４２７９－３ ショッピング JS-0002-7130

クイーンアイス 伊豆市 修善寺４２７９－３ ショッピング JS-0004-0901

三笑 伊豆市 修善寺９３７－２ ショッピング JS-0000-1129

White Lily 修善寺本店 伊豆市 修善寺９３７－９ ショッピング JS-0002-7135

グリーンヒル土肥 伊豆市 土肥２１９７－２ ショッピング JS-0000-7422

クラフトギャラリー三洲園 伊豆市 修善寺９４０－２ サービス JS-0001-7507

寿司竹 下田市 ２－４－６ 飲食店 JS-0000-2456

EMU 下田市 １－１３－４　　 飲食店 ZN-0001-3105

蕎麦茶寮 須田 下田市 東中７－５　丸二ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-7058

焼家 下田市 東本郷１－８－６　 飲食店 SL-2000-1875

うーちゃん家 cafe AMUAM 下田市 白浜１６８６－４ 飲食店 SL-2000-8549

特選黒毛和牛牝専門 焼肉 u 下田市 白浜１６９２－１ 飲食店 SL-2000-9883

賀茂スポ－ツ 下田市 １－１１－２７ ショッピング SL-2000-3375

PARAISO（パライソ） 下田市 １－１１－２９ ショッピング SL-2000-5463

山田鰹節店 下田市 ２－２－１５ ショッピング SL-2000-7684

喜久屋呉服店 下田市 ２－３－１０ ショッピング SL-2000-3352

ひらやま下田本店 下田市 ２－１０－２３ ショッピング ZN-0002-4741

丸屋玩具店 下田市 ３－２－５ ショッピング JS-0004-8477

AsianResortLivevilla 下田市 １－３－３　マルイビル１Ｆ ショッピング JS-0000-6964
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フォンテーヌ 下田市 吉佐美１４６９－１ ショッピング JS-0002-0567

バグースサーフショップ 下田市 吉佐美５８－８ ショッピング JS-0001-7070

K － SHOP 下田市 東中１８－３ ショッピング JS-0002-0430

ドラゴンレディ 下田市 白浜２７３２－７　ホテル伊豆急内　 ショッピング SL-2000-1150

高瀬ふとん店 下田市 武ガ浜２－３６　 ショッピング SL-2000-7921

豆洋自動車工業株式会社 下田市 ６－５－５ サービス JS-0001-8998

ネクスト下田店 下田市 西本郷１－６－２６　マックスバリュ伊豆下田店１Ｆ サービス JS-0003-7245

美容室タイガー 下田市 西本郷１－９－５　　 サービス ZN-0002-8141

Hair ＆ Facial Care TAKEDA 下田市 東本郷２－１－２１　 サービス SL-2000-6852

海鮮焼肉 直 賀茂郡 松崎町松崎４９５－１０４ 飲食店 JS-0005-0195

錦 賀茂郡 東伊豆町奈良本９７１－３５ 飲食店 JS-0001-5726

カミヤ洋品店 賀茂郡 河津町浜１４０－１　 ショッピング SL-2000-1216

セラヴィ 賀茂郡 松崎町江奈２５０－２　　 ショッピング ZN-2000-2277

岡田名産店 賀茂郡 東伊豆町稲取１５２７－１　　 ショッピング PK-0000-8738

田村丸水産 賀茂郡 東伊豆町稲取２９３－３ ショッピング JS-0003-6656

絹の会 賀茂郡 東伊豆町稲取４２９ ショッピング JS-0000-4588

明世弥勒山営業所店 賀茂郡 東伊豆町大川９２６　霊友会弥勒山内　 ショッピング ZN-2000-0418

上田工芸 賀茂郡 東伊豆町白田７４７ ショッピング JS-0003-1563

あんてなシナジ－ 賀茂郡 南伊豆町下賀茂２６０－１　　 ショッピング PK-0000-6148

小川自動車整備工場 賀茂郡 西伊豆町仁科４７１－２ サービス JS-0002-6721

Hair ＆ EyelashSumi 賀茂郡 東伊豆町稲取４５０－５　　 サービス PK-0000-3802

居酒屋いっぽ栄店 掛川市 駅前１２－２　ステーションホテル２－２Ｆ 飲食店 JS-0002-7185

bloom 掛川市 駅前１２－６ 飲食店 JS-0000-3885

トラットリアバールカルド 掛川市 駅前１２－６ 飲食店 JS-0001-8454

みさき 掛川市 駅前８－１０　ＢＳビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7156

焼肉ホルモンジャン 掛川市 駅前８－６　牧野ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3251

喜縁旬菜 ZIKAN 掛川市 塩町２－１０ 飲食店 JS-0004-3884

さるなし屋 掛川市 下垂木２８８９ 飲食店 JS-0002-6920

武寿司 掛川市 掛川２９ 飲食店 JS-0001-1247

新泉 掛川市 掛川６０６－２ 飲食店 JS-0004-9958

スタミナ苑 掛川市 久保２－３－６　　 飲食店 ZN-2000-4667

晴れ晴れ 掛川市 紺屋町５－５ 飲食店 JS-0002-4385

肉バルブル－ノ 1 掛川市 紺屋町６－１２　　 飲食店 PK-0000-2437

手羽揚げいっぽ紺屋町店 掛川市 紺屋町６－７　ステーションビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0957

サカナマチフードバーサル 掛川市 肴町１－１３　蓮福寺ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-8734

新中華金柑 掛川市 肴町２－８　ＴＯＭＢＩＬＤ２－１Ｆ 飲食店 JS-0001-9818

casualbarBochiBochi 掛川市 肴町２－９ 飲食店 JS-0000-7790

MAJI 掛川市 城下３－３　ＹＳビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5601

うお鶏掛川店 掛川市 城下４－５　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-2097

居酒屋いっぽ掛川駅前店 掛川市 中央１－３－２　ＴＯＭビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8528

季節料理いいだしてっちゃん 掛川市 中央１－３－２　ＴＯＭビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7552

琴菊 掛川市 中央１－３－４ 飲食店 JS-0001-3622

彩り料理このは 掛川市 中央１－４－１５ 飲食店 JS-0004-9961

酒縁すぎむら 掛川市 中央１－４－２ 飲食店 JS-0004-4226
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旬菜手料理 DiningHaNa 掛川市 中央１－４－２　タウンビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7204

OZ 掛川市 中町２－１ 飲食店 JS-0001-7341

肴美酒中山 掛川市 南１－１６－９ 飲食店 JS-0000-8565

季節料理月さやか 掛川市 南２－８－１　ニュータウンビル１０２ 飲食店 JS-0001-1586

季節料理卯木屋 掛川市 南西郷８３０－５ 飲食店 JS-0000-8983

華月苑 掛川市 本郷２１１－１ 飲食店 JS-0005-8847

江戸菊 掛川市 弥生町３９　　 飲食店 ZN-2000-5197

呑楽炉 掛川市 連雀２－２１　　 飲食店 ZN-0001-3123

笑い処 MICHI 掛川市 連雀３－７ 飲食店 JS-0002-9161

Amphora 掛川市 連雀３－９ 飲食店 JS-0000-4518

KAKEGAWA1 番地 掛川市 連雀４－５ 飲食店 JS-0005-4887

I ＆ M 掛川市 駅前１０－６　 ショッピング SL-2000-1514

梅木屋 掛川市 駅前５－１２　ポレスター掛川ステーションレジデンス１０２ ショッピング JS-0001-3192

高久書店 掛川市 掛川６４２－１　　 ショッピング PK-0000-8574

アクア サンデー 掛川市 初馬４９７－２ ショッピング JS-0002-0329

遠州掛川  鎧屋 掛川市 城下３－２ ショッピング SL-2000-7844

ネストにしお 掛川市 城西１－７－１６ ショッピング JS-0004-5580

メガトン書店 掛川店 掛川市 成滝４７３－１ ショッピング JS-0002-9660

暮らしの衣料マツオカ 大須賀店 掛川市 西大渕３３５９　イオンタウン大須賀内 ショッピング JS-0002-6810

Smile Mart 掛川市 大坂３９４－１１ ショッピング JS-0003-7086

AYUTEN BOUTIQUE 掛川市 大坂３９４－１１ ショッピング JS-0004-0607

MinasGrill 掛川市 大坂３９４－１１　２Ｆ ショッピング JS-0003-9726

ドリーム掛川店 掛川市 大池２９９８－１ ショッピング JS-0004-8622

有限会社掛川コンタクトレンズセンター 掛川市 中央１－１６－７ ショッピング JS-0000-4114

春・はる 掛川市 中宿１９２－１ ショッピング JS-0001-8661

メロー静岡掛川店 掛川市 南１－６－１５ ショッピング JS-0001-8336

アルディーニ 掛川市 南２－７－１　中村ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-9927

チェントコーゼ掛川店 掛川市 南２－７－１　中村ビル２Ｆ ショッピング JS-0001-9369

のばら化粧品 掛川市 連雀１－１２ ショッピング JS-0005-5529

LUCAS 掛川市 連雀２－１９ ショッピング JS-0001-4611

手もみ処まる掛川店 掛川市 薗ヶ谷６４４－２ サービス JS-0003-0021

ベリシマ 掛川市 国安１２９４－４３ サービス JS-0004-2418

ペットショップミルク 掛川店 掛川市 上張５３０－５ サービス JS-0004-6528

こいずみ動物病院 掛川市 杉谷２－１１－１ サービス JS-0001-5329

ホワイト急便ベイシア掛川店 掛川市 杉谷南２－１３－２ サービス JS-0005-6569

しづ子美容室オリー 掛川大坂店 掛川市 大坂４５５－５ サービス JS-0003-3375

ホワイト急便バロー掛川店 掛川市 大池５３９ サービス JS-0005-6570

杉浦薬局 掛川市 中７９６－１ サービス JS-0001-8715

ホワイト急便掛川工場前店 掛川市 領家１４５５－１ サービス JS-0005-6571

美容室 Akindo 掛川市 緑ヶ丘１－２５－１ サービス JS-0000-6533

grin 掛川市 和光３－１－８ サービス SL-2000-6574

San grams 菊川市 堀之内１－１ 飲食店 JS-0001-9852

夢の途上 菊川市 本所１４４０－２１　 飲食店 SL-2000-1152

小貫屋 菊川市 下平川１４９９ ショッピング JS-0003-7004
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ジューンベリー 菊川市 加茂４９８１－１ ショッピング JS-0003-5446

視力の相談室 菊川市 加茂５１３５ ショッピング JS-0001-4584

（株）オートクルージングアカホリ 菊川市 上平川１１６４－１ ショッピング SL-2000-0102

GARAGESANJEI 菊川市 中内田２４０８ ショッピング JS-0002-5793

有限会社モリタ 菊川市 半済１６６６－２ ショッピング JS-0001-4583

ラグゼヘアーカミヤ 菊川市 加茂２５１８－１ サービス JS-0000-6427

ホワイト急便菊川工場店 菊川市 加茂３０５８－１ サービス JS-0005-6709

Little garden 菊川市 加茂５２０９　パピーラＡ１０１ サービス JS-0002-6223

ミテリ 3 湖西市 駅南３－１－１０３　　 飲食店 ZN-0001-3139

はませい 湖西市 新居町新居３３９０－７ 飲食店 JS-0002-0868

はづき 湖西市 新居町新居３４３７－１０　　 飲食店 PK-0000-6827

おぜん屋 湖西市 鷲津１２８０－５ 飲食店 JS-0002-5902

チェスティーノ 湖西店 湖西市 鷲津４５４－２０ 飲食店 JS-0004-0550

アジアンダイニングミテリ 2 湖西市 鷲津５２９－３　カネキビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3094

キングマート 湖西店 湖西市 古見１３１４　 ショッピング SL-2001-1104

有限会社ヤマサ水産 湖西市 新居町新居３４０４－２０　 ショッピング SL-2000-6220

杉浦タイヤ商会 湖西市 新居町新居３４４４－２４ ショッピング JS-0002-0550

あらいコンタクトショップ 湖西市 新居町浜名２０５－１　あらい眼科建物内 ショッピング JS-0001-1447

MINAMISERVICE 湖西市 梅田３７－１ ショッピング JS-0004-1089

カメラのスズラン 湖西市 鷲津１０３４－８ ショッピング JS-0000-3724

サロック鷲津店 湖西市 鷲津３８２－１１ ショッピング JS-0002-0470

SABRINA CHOU CHOU 湖西市 岡崎２５９０－９ サービス JS-0005-5548

ホワイト急便湖西工場 湖西市 新居町中之郷２８７１－２ サービス JS-0005-6573

THB 湖西整体治療院 湖西市 南台４－８－３３　 サービス SL-2000-7736

ホワイト急便鷲津店 湖西市 鷲津１２０１－２ サービス JS-0005-6574

anhelo 湖西市 鷲津５０４１－１ サービス SL-2000-0316

静岡やすま園 湖西市 駅南１－３－１　パレマルシェ新所原店内１Ｆ その他 SL-2000-8842

Surf House Ota 湖西市 吉美９６１－１０２ その他 SL-2001-0143

静岡やすま園・イオン ザ BIG 湖西店 湖西市 鷲津３０８５　イオンザＢＩＧ湖西店内 その他 SL-2000-8843

旬肴ゆう 御前崎市 池新田５２７５－１ 飲食店 JS-0000-9823

居酒屋 もぐ MOGU 御前崎市 池新田５２７５－１　南 飲食店 JS-0002-4989

OHANA 御前崎市 池新田５５３０－２ 飲食店 SL-2000-5254

小松寿し 御前崎市 池新田５７９９－１ 飲食店 JS-0001-3764

CL ＠ N 御前崎市 池新田５８１６－１　Ａ号 飲食店 JS-0005-3302

ガンジス川池新田店 御前崎市 池新田５８２５－２　　 飲食店 ZN-0002-1544

有限会社みつばち牧場 御前崎市 佐倉４９４４－３ ショッピング JS-0000-9848

チヨダスポーツ 御前崎市 池新田２４９５－１ ショッピング JS-0001-3466

ブティックヒロミ 御前崎市 池新田２５６２　エスポワール３０６ ショッピング JS-0001-4331

ドリーム浜岡店 御前崎市 池新田３４１６－２ ショッピング JS-0004-8625

レディース・ニコル浜岡店 御前崎市 池新田３９２１－１８　 ショッピング SL-2001-1768

ボルダリングワールド QRiMo 御前崎市 池新田４３５９－６８ ショッピング SL-2001-0119

オカムラ靴店 御前崎市 池新田５８３２－１　イオンタウン浜岡店内 ショッピング SL-2000-3795

釣楽 御前崎市 御前崎３４０５－４　２Ｆ　　 サービス ZN-2000-4593

ペットガーデンプラス御前崎 御前崎市 池新田３７７２－９　 サービス SL-2000-5505
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HOLLY LOTUS 御前崎市 池新田５５３４－１　西号 サービス JS-0000-2737

手もみ処まる浜岡店 御前崎市 池新田６０９１－３ サービス JS-0002-6726

arc．．．hairsalon 御前崎市 白羽５３７３－２ サービス JS-0001-0535

Garage580 御前崎市 白羽５８０－８ サービス JS-0002-9546

パ－ルエステサロン 御前崎市 白羽５９３０－１　 サービス SL-2000-4377

マリンステーション大澤 御前崎市 港６０９９－７　御前崎海鮮なぶら市場内 その他 SL-2000-5268

酒菜いろいろ士才 御殿場市 新橋１９３６－１６　東口プラザビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3354

炭火焼肉 29 おおむら 御殿場市 新橋１９４１－１ 飲食店 JS-0000-8650

酒蔵 新五月 御殿場市 新橋１９７４ 飲食店 JS-0001-5016

御殿場インディア 御殿場市 新橋１９７８－２　湯山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8620

富士溶岩石居酒屋頂 御殿場市 新橋１９８０－１２　　 飲食店 ZN-0001-3168

四季彩々良志久 御殿場市 新橋１９８４　ＴＡＫＡ２２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8588

LionHeart 御殿場市 新橋１９９０－１０　シティープラザＢＥ－ＯＮＥビル地下１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3571

AscotHouse 御殿場市 新橋１９９１－１８　いこいプラザ１Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-0227

スワロウテイル 御殿場市 新橋１９９１－１８　イコイプラザＣ　 飲食店 ZN-0001-3194

Dining 蜀天 御殿場市 新橋１９９４－３　中央ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7006

きっさこ 御殿場市 新橋１９９８　中田プラザ１Ｆ 飲食店 JS-0000-4332

串カツ堀松 御殿場市 新橋１９９８－１ 飲食店 JS-0004-0160

旬彩割烹なかだ 御殿場市 新橋１９９８－３　中田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2763

さ々家 御殿場市 新橋２００１－９ 飲食店 JS-0001-8340

DOGDEPTGARDENCAFE 御殿場 御殿場市 東山７７１－１ 飲食店 JS-0004-0027

DOG DEPT GARDEN 御殿場店 御殿場市 東山７７１－１ 飲食店 JS-0004-0028

ウエストウッド 御殿場市 東田中１０２５－１１　杉山ビル第１　２Ｆ 飲食店 JS-0001-2589

たから亭 御殿場市 東田中１７６６－７　 飲食店 JS-0005-3049

大衆中華食堂俺っち 御殿場市 東田中８７０－１　ファッションプラザ１Ｆ－２ 飲食店 JS-0005-7588

司季彩庵くろ川 御殿場市 二の岡１－１ 飲食店 JS-0000-3315

インド料理ガンジス川御殿場店 御殿場市 萩原２０９－２　　 飲食店 ZN-0002-1533

炭と酒 YAKITTORIAINAHO 御殿場市 萩原７３８ 飲食店 JS-0002-6017

ダイニング 兜 御殿場市 板妻１１３ 飲食店 JS-0002-1969

肉食堂 イチバン星 御殿場市 保土沢４１６－７ 飲食店 JS-0003-2605

バイキング左近 御殿場店 御殿場市 茱萸沢１１－７ 飲食店 JS-0002-3684

有限会社タカショー 御殿場市 永塚６５３－２ ショッピング JS-0001-2270

サロン・ド・ココ 御殿場市 新橋１６０７－３ ショッピング JS-0005-1297

エコ－御殿場店 1 御殿場市 新橋１６１３　　 ショッピング PK-0000-1380

はんこ屋さん 21 御殿場店 御殿場市 新橋２０５１－１　リベルテ御殿場１Ｆ ショッピング JS-0005-2766

雅心苑 御殿場店 御殿場市 新橋７３２－１ ショッピング JS-0000-3348

SHIPS OUTLET 御殿場店 御殿場市 深沢１３１２　御殿場プレミアム・アウトレット３９５５ ショッピング AX-2000-0028

トミーヒルフィガー御殿場アウトレット 御殿場市 深沢１３１２　御殿場プレミアムアウトレット２１２０区画 ショッピング JS-0002-2599

L.L.Bean 御殿場ファクトリーストア 御殿場市 深沢１３１２－１７　御殿場プレミアム・アウトレット　 ショッピング AX-0000-0009

ナチュラリズム 御殿場市 川島田１３１４ ショッピング JS-0005-2602

株式会社 ホンダショップ御殿場 御殿場市 川島田１４５－１　 ショッピング SL-2000-0344

miyoshi － ya 御殿場市 川島田４６６－２－１０１　 ショッピング SL-2000-6626

OUEST 御殿場市 川島田６４４ ショッピング JS-0002-1698

BALENO TOWN CLOTHING STORE 御殿場市 東田中１０５９－２　 ショッピング SL-2000-9752
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花え 御殿場市 東田中１－１８－１０　フォーラム２１ ショッピング JS-0001-6391

IMPORT SPORTS 御殿場市 東田中１５１６－１ ショッピング JS-0002-4946

メガネのヤマトヤ東田中店 御殿場市 東田中３－３－１７　 ショッピング SL-2000-3466

ブティック 馬車道 御殿場市 萩原４９１－１０ ショッピング JS-0001-3228

シルバースポーツ御殿場店 御殿場市 萩原６３３－２　　 ショッピング ZN-0002-2849

BarnStormer 御殿場市 萩原６３６　サンサンプラザ２Ｆ　 ショッピング SL-2000-0703

株式会社 TRUST 御殿場市 北久原４３６－１ ショッピング JS-0000-9507

タイムス 御殿場市 竈１５７８－３ ショッピング JS-0001-6123

株式会社クロサキシード 御殿場市 茱萸沢９６６－１ ショッピング JS-0000-8466

オイル屋ぶんぶん 御殿場市 山尾田１２３－２ サービス JS-0001-7654

Hair ＆ FacePoem 御殿場市 新橋１７００－２ サービス JS-0001-3248

ルシードスタイルチェル 御殿場市 新橋１９１２－１　　 サービス ZN-0003-1078

いやし屋 御殿場市 新橋１９９０－１０　ＢＥＯＮＥビル１Ｆ サービス JS-0004-6357

Avalon 御殿場市 新橋２０５６－２　　 サービス ZN-0002-9636

SUAI 美容室 御殿場市 新橋９９０－３　高塚貸店舗 サービス JS-0000-6094

fleurir 御殿場市 神山１１０６－１ サービス JS-0001-0155

R Hair ＆ Make 御殿場店 御殿場市 川島田１６９８　マックスバリュ原里店１Ｆ サービス JS-0003-7249

Boo 御殿場市 川島田１６９８－１９３ サービス JS-0001-3171

ユウ動物病院 御殿場市 川島田１７４－１２ サービス JS-0003-4223

駿河自動車整備株式会社 御殿場市 東山６４６－３ サービス JS-0001-9388

hair ＆ makecheRu． 御殿場市 二の岡１－１－９　ビックノース９２’　 サービス ZN-0003-1082

CANVPAS 御殿場市 二枚橋２６９－３ サービス JS-0005-6955

La’costa 御殿場市 萩原８６－６　勝建ビル２Ｆ サービス JS-0000-4992

ふじさん動物の病院 御殿場市 萩原９９２－５２７ サービス JS-0004-0569

EGGBASE 御殿場市 萩蕪３９－１ サービス JS-0002-8671

さんこめ 三島市 一番町１３－１０　ＯＦＦＩＣＥ一番町　 飲食店 ZN-0001-3229

焼肉牛家 三島市 一番町１３－１５　　 飲食店 ZN-0001-3223

創作 cafedining てっぱんや 三島市 一番町１３－１５　佐々木ビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-0046

鉄板屋 JIN 三島市 一番町１３－３ 飲食店 JS-0001-3404

すしとめ 三島市 一番町１３－３４　　 飲食店 ZN-0001-3082

ヴァカンツァ 三島市 一番町１３－７ 飲食店 JS-0001-1496

29CHEERS チアーズ三島店 三島市 一番町１４－１　プラザビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3077

28 京の華音三島店 三島市 一番町１４－１　プラザビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3182

18 鳥鶏三島店 三島市 一番町１４－１　三島プラザビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3176

38 ごちまる三島店 三島市 一番町１５－３２　芦澤ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3697

14 呑み蔵／ビーフ KURA 三島店 三島市 一番町１５－３２　芹沢ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2197

BARPORTIER 三島市 一番町１７－４９　　 飲食店 PK-0000-0606

倶楽庵 三島市 一番町２－１４　　 飲食店 ZN-2000-0575

ふらいぱんカフェ 三島店 三島市 一番町２－２５　ＫＯＨＷＡビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4487

ひなよし 三島市 一番町３－２２ 飲食店 JS-0000-5340

焼肉テヤン 三島市 加屋町１－１２　松田ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3243

ビアバール丸々 三島市 広小路町１０－１　オダギリビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3178

和食ダイニング神楽 三島市 広小路町１－２１　谷ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2451

ビアリッツ カフェ 三島市 広小路町４－３ 飲食店 JS-0000-1363
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NAJIMI 三島市 広小路町５－１８　下山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9326

ムゼット 三島市 広小路町７－２０　ＴＴビル１０１　 飲食店 ZN-0001-3142

ひとつめ 三島市 広小路町８－１３　Ｓビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3177

風土 芝本町店 三島市 芝本町９－１２　 飲食店 SL-2000-4644

とんかつ蘭 三島市 寿町４－２８ 飲食店 JS-0005-1742

イル・コッチュート 三島市 泉町１４－１０　　 飲食店 ZN-0001-3144

麒麟 三島市 泉町１４－１０　　 飲食店 ZN-2000-1961

Cafe Bar RITORNO 三島市 泉町１４－１６　１Ｆ　 飲食店 SL-2000-5795

さくら CAFE 三島市 大宮町１－１－１ 飲食店 JS-0004-1450

MASTICAVINO 三島市 大宮町１－１１－２８　　 飲食店 ZN-0001-3236

三代目 十八番や 三島市 大社町１８－１ 飲食店 JS-0002-3114

すみの坊三嶋大社前 三島市 大社町１８－１　　 飲食店 ZN-0001-3119

おはこや 三島市 大社町１８－５２ 飲食店 JS-0001-4377

鮨処 もろこし 三島市 谷田２４０－７ 飲食店 JS-0001-6752

カフェ コルソ マルケ 38 三島市 塚原新田４９８－２　 飲食店 SL-2000-4313

縁と 三島市 南町４－１７ 飲食店 JS-0001-6612

茂よし 三島市 南本町３－４　　 飲食店 ZN-0001-3222

三島イタリアン マリオパスタ 三島市 南本町７－１７　 飲食店 SL-2000-4309

有限会社梅よし 三島市 梅名３９５－４ 飲食店 JS-0002-7402

焼肉 松玄 三島市 萩３５９－１　太陽ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6235

焼肉房 三島市 萩４７　　 飲食店 ZN-2000-3710

すみの坊 富田町店 三島市 富田町３－３　　 飲食店 ZN-0001-3118

やまほうし 三島市 本町１１－１１ 飲食店 JS-0003-3086

大衆酒場三十飛三島店 三島市 本町１２－１９ 飲食店 JS-0000-9654

居酒屋遊庵 三島市 本町１２－８　ＳＯＨＯビルプラス１－２Ｆ 飲食店 JS-0002-6069

すみの坊 本町店 三島市 本町１－３７　　 飲食店 ZN-0001-3120

中国広東料理抜天 三島市 本町１４－１１ 飲食店 JS-0003-5920

つつんであげる店・ほっこり空間圭縁 三島市 本町２－１８　田村ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-2095

寿しの勘一 三島市 本町３－１６　　 飲食店 ZN-0001-3070

華やま 三島市 本町５－４　扇屋ビル１Ｆ１０２ 飲食店 JS-0000-3143

VITIS vineria 三島市 本町６－１８　青島ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-6926

割烹呉竹 三島市 本町６－３５ 飲食店 JS-0001-3891

プレイス・ユー 三島市 栄町１０－４３　シティハウスＴＯＫＩＯビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4163

横山生花店 三島市 広小路町９－１ ショッピング JS-0000-5117

アイテ－ラ－三島店 三島市 大宮町３－４－２４　　 ショッピング PK-0000-0656

日光陶器店 三島市 大社町１８－４　 ショッピング SL-2000-6138

ホサカ 三島市 大社町２－１２　 ショッピング SL-2000-9254

amin 三島市 谷田２３３－１７　２Ｆ ショッピング JS-0001-6757

カーコンビニ倶楽部高木自動車 三島市 中１４２－７ ショッピング JS-0001-1467

リヴ よしだや 三島市 中央町３－４４ ショッピング JS-0002-5017

文具のサカモト 三島市 東町２－１７　　 ショッピング PK-0000-8411

綿文 三島市 南本町１－１０ ショッピング JS-0001-7631

カメラのコロナ 三島市 南本町１３－３４ ショッピング JS-0000-3719

マリンハウスレイアロハ 三島市 南本町１３－４１ ショッピング JS-0000-9134
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雅心苑 三島店 三島市 南本町７－２０ ショッピング JS-0000-3367

（有）駿豆サービス 三島市 梅名４８０－３ ショッピング JS-0001-7694

スギヤマ洋品店 芙蓉台店 三島市 萩２９９ ショッピング JS-0002-1718

三島ベリー薬局 三島市 文教町１－２－１２ ショッピング JS-0005-1911

スペ－ス 71 三島市 北田町７－１　　 ショッピング PK-0000-3258

器・布 三四呂 三島市 北田町７－３　１Ｆ－Ａ ショッピング JS-0001-6806

KEWL ＆ LEGIT 三島市 本町１３－５　 ショッピング SL-2000-9060

ワンプライス 三島市 本町８－４ ショッピング JS-0001-5665

キヴィズオリジナルス 三島市 緑町２－１６ ショッピング JS-0003-8948

ルーム 三島市 壱町田１８５－５　カラブランカビル１０２　 サービス ZN-0002-9643

arrow．hair salon 三島市 玉川４１１－１ サービス JS-0001-1251

hair プルクワ 三島市 広小路町５－１９　鈴木ビル１Ｆ　　 サービス ZN-0002-9628

One Step 三島市 広小路町９－１６　コシミズビル２Ｆ サービス JS-0005-1671

ル・ヴァン・ドゥ 三島市 芝本町１０－９ サービス JS-0001-6278

coron 三島市 芝本町５－２７　杉山ビル１Ｆ＋２Ｆ サービス JS-0001-6755

小島屋クリーニング 若松店 三島市 若松町４３５２－１６ サービス JS-0005-5742

ヘアーメイク Heilou 三島市 松本２３４－５　　 サービス ZN-0002-7119

LiveHairDesign 三島市 新谷１４５　レオドールムトウ１０１ サービス JS-0001-3402

鍼灸 きよら 三島市 新谷２４－１５ サービス JS-0001-4159

timeless HAIR SALON 三島市 清住町１２－１６　 サービス SL-2000-7070

for hair A ＋ 三島市 西本町８－３　三武ビル１Ｆ　　 サービス ZN-0002-8139

小島屋クリーニング 本店 三島市 大宮町１－７－２０ サービス JS-0005-5732

ベラミ美容室 三島市 大宮町１－９－１３ サービス JS-0004-4912

dazzle 三島市 大社町５－４　ＰＩＫＯ１０１ サービス JS-0001-4471

New すてらまりす 三島市 中田町８－２１ サービス JS-0000-7221

長沢クリーニング商会 三島市 東本町２－１－１０１ サービス JS-0005-5588

長沢クリーニング 三島市 東本町２－１－１０１ サービス JS-0005-7783

小島屋クリーニング 徳倉店 三島市 徳倉１００７－１ サービス JS-0005-5746

GLOCEAN 三島店 三島市 徳倉１－６－２５　　 サービス ZN-0002-9627

小島屋クリーニング 南田町店 三島市 南田町１－１３ サービス JS-0005-5745

トーヨードライ二日町店 三島市 南二日町１０－１６ サービス JS-0005-6389

株式会社山梨自動車 三島市 南二日町１９－１５ サービス JS-0002-5685

Howtobeautystore 龍 三島市 南二日町２２－５９　　 サービス ZN-0002-8140

COLOR’SNAIL 三島店 三島市 文教町１－５－３３　石井ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-3266

PEACE PLACE 三島市 北田町３－４０　英光ビル３　１Ｆ サービス SL-2000-9938

富士越薬局 三島市 大社町１８－５０　 その他 SL-2000-2494

旬菜美酒いい田 三島市 北田町６－２３　ソレイユ北田町１０２ その他 SL-2000-4086

craft beer ＋ wine abierto 三島市 本町１２－１４　コイケビル１Ｆ　 その他 SL-2000-1983

HAIRDESIGNRimu 周智郡 森町森８０４－２ サービス JS-0001-3027

森の茶本舗 やまちょう本店 周智郡 森町一宮３９５６－１　 その他 SL-2000-4566

炭火焼肉 ダイニング 代官山 駿東郡 清水町玉川１０６－５　 飲食店 SL-2000-1040

イコルネ 駿東郡 清水町徳倉９１７－１　　 飲食店 PK-0000-1271

とりこまち三島店 駿東郡 長泉町下土狩１４－１６　　 飲食店 ZN-0001-3085

伊豆海鮮や 駿東郡 長泉町下土狩６４７－３ 飲食店 JS-0004-5705
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御門屋富士店 駿東郡 小山町菅沼１８３８－７ ショッピング JS-0000-5006

大野商店 食遊市場 卸団地店 駿東郡 清水町卸団地３７２－７ ショッピング JS-0005-1450

株式会社栗田家具センター三島店 駿東郡 清水町玉川１０１－１　 ショッピング SL-2000-8559

銀米堂 サントムーン柿田川店 駿東郡 清水町玉川６１－２ ショッピング JS-0005-1448

静岡医療センター病院売店 駿東郡 清水町長沢７６２－１ ショッピング JS-0005-3506

株式会社オートクルーズ 駿東郡 清水町徳倉８９８－１ ショッピング JS-0002-6545

トリプルヒップ 駿東郡 清水町伏見６１４－６ ショッピング JS-0002-1696

ミスタートット 駿東郡 清水町伏見８０３－４ ショッピング JS-0001-8995

Happiness 駿東郡 長泉町下土狩６２６－４　 ショッピング SL-2000-4804

muguet． 駿東郡 小山町須走１７４－１　　 サービス ZN-2000-5103

cucullata 駿東郡 清水町柿田１６８－１ サービス JS-0000-6849

nico 駿東郡 清水町柿田４５－３　 サービス SL-2000-7047

quilts 駿東郡 清水町柿田６８－１１ サービス JS-0000-2457

one hair ＆ relaxation 駿東郡 清水町柿田８５５　久保田ビル１０１ サービス JS-0001-9467

ochicochi 駿東郡 清水町久米田１３２－１８ サービス JS-0001-3791

Reverie 駿東郡 清水町新宿１１８－１ サービス JS-0002-5421

びっくり自動車株式会社 駿東郡 清水町伏見２４６－６ サービス JS-0003-8278

GRAND ushiwakamaru 三島・清水町店 駿東郡 清水町伏見２５－７　 サービス SL-2001-1703

小島屋クリーニング 伏見店 駿東郡 清水町伏見７９４－２ サービス JS-0005-5744

ブライダルハウスフィーノ沼津 駿東郡 清水町伏見８２－５ サービス JS-0004-1565

OnEight 駿東郡 長泉町竹原３１６－８ サービス JS-0001-4130

サロン ド ムーンストーン 駿東郡 長泉町竹原３９２－５　セゾン中井１Ｆ サービス JS-0000-4821

牛若丸 サーカス 長泉町店 駿東郡 長泉町中土狩５３９　フレスポ長泉２Ｆ サービス SL-2001-1708

さつき薬局 駿東郡 長泉町中土狩５６０－１ サービス JS-0002-8615

美容室プレシャス 駿東郡 長泉町納米里１７２－１７　チェリーブロッサム１０２ サービス JS-0000-3092

牛若丸ジャパン長泉町店 駿東郡 長泉町納米里２０６－１　ネクサスウツギビル１Ｆ サービス SL-2001-1699

ウシワカマル ミライ 駿東郡 長泉町納米里２１４－１　 サービス SL-2001-1710

カスタード牛若丸長泉町店 駿東郡 長泉町納米里６７－３　ヴィ・テラス１Ｆ サービス SL-2001-1918

えび食堂 鬼が島 沼津市 岡宮１２０２　　 飲食店 ZN-0001-3216

中国料理東王 沼津市 岡宮１２４８－３ 飲食店 JS-0001-8653

寿し和食ひろちゃん 沼津市 岡宮１３２０－６ 飲食店 JS-0002-1120

三園 沼津市 玉江町２－２３　 飲食店 SL-2000-1030

お食事処かにや 沼津市 戸田３５４－４　２Ｆ　 飲食店 SL-2000-8800

鮨有川 沼津市 御幸町１７－２３ 飲食店 JS-0001-1254

鮨処 匠 沼津市 御幸町１８－６ 飲食店 JS-0000-8712

一笑 沼津市 高沢町５－１４ 飲食店 JS-0001-3290

愛ランド 沼津市 高島町１７－１０　ワールドビル３－１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1591

居酒屋＆ STEAK COWCOW 沼津市 高島町２７－１　 飲食店 SL-2000-1597

E’sBAR 沼津市 高島町２７－３　第七ティエスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4231

炙り家丸笑 沼津市 上土町６　第一ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3248

魚魚炉 沼津市 新宿町１－２０　　 飲食店 PK-0000-0494

かもめ丸 はなれ 沼津市 千本港町１０１　１Ｆ　 飲食店 SL-2001-1487

かもめ丸 沼津市 千本港町１０１　１Ｆ　千本一ビル 飲食店 SL-2001-1483

お座敷千本一 沼津市 千本港町１０１　２Ｆ　 飲食店 SL-2001-1486
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さかなや千本一 沼津市 千本港町１０１　３Ｆ　 飲食店 SL-2001-1485

和食処どんむす 沼津市 千本港町１１５－４　旬彩街 飲食店 JS-0000-8564

すし廻転うお亭 沼津市 千本港町１２８－３　イーノ２Ｆ 飲食店 JS-0000-8634

フランス料理 ヌーヴォサンス 沼津市 大岡１７０６―２ 飲食店 SL-2000-5127

からあげ大ちゃん沼津大岡店 沼津市 大岡２１３２－２　河野アパ－ト１０１　 飲食店 PK-0000-2080

沼津ぼんどーる 沼津市 大岡２８７０－２ 飲食店 JS-0000-8590

CONA 沼津店 沼津市 大手町１－１－５　ＢｉＶｉ沼津　 飲食店 ZN-0001-3157

ワインバー＆レストランアイアイ 沼津市 大手町３－５－４　マミヤビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3179

インドレストラン サヤカ 沼津市 大手町４－３－１　 飲食店 SL-2000-3436

肉バル＆ワイン ベルサイユのバル 沼津市 大手町４ー５ー４　遊楽館ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-7438

BALTrentaTre 沼津市 大手町４－７－１１ 飲食店 JS-0001-1203

味のもいせ 沼津市 大手町５－１３－４　　 飲食店 ZN-0001-3095

うお鶏沼津店 沼津市 大手町５－２－１　小島ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2023

韓 ’s 沼津市 大手町５－３－１０　　 飲食店 ZN-0001-3132

おっこん雅 沼津市 大手町５－３－１４　　 飲食店 ZN-0001-3235

エベレストダイニング 沼津市 大手町５－３－１８ 飲食店 JS-0005-7826

BistroCoucou 沼津市 大手町５－４－２１　沼 ’ ｓ３４ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0968

オステリアイルパリオ 沼津市 大手町５－４－５ 飲食店 JS-0001-7154

ねこと白鳥 沼津市 大手町５－７－５　つるかめ仲見世ビル地下 飲食店 JS-0002-8003

舞流六六 沼津市 中沢田４９０－１　レジデンス沢田１０１ 飲食店 JS-0000-9640

JACK － O’ － LANTERN 沼津市 町方町１２　松乃ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2119

さえ丸おじさんの店 沼津市 町方町２６　セントラルハイツ 飲食店 JS-0001-9960

Baker’s Dozen 沼津市 町方町９－１ 飲食店 JS-0003-4747

やきとりふる里梅吉 沼津市 添地町１３４　　 飲食店 ZN-0001-3174

BARBA 沼津市 添地町１５３　杉本ビル１Ｆ西　　 飲食店 PK-0000-2572

NIP3 沼津市 添地町１５９　戦国ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-7303

イタリアンレストラン めぐる 沼津市 添地町７２　青秀ビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-5806

眞鯛本店 沼津市 平町１１－１１　　 飲食店 PK-0000-0605

やき鳥 いち 沼津市 北高島町１－８ 飲食店 JS-0002-4748

焼肉 明日香 沼津市 緑ヶ丘５－１　１Ｆ 飲食店 JS-0001-7621

ハビタット 沼津市 岡宮１０８８－１　　 ショッピング PK-0000-0129

RusHCompany 沼津市 岡宮１２８２－１ ショッピング JS-0001-0394

（有）奥和 shop 和助 沼津市 下河原町５１－２ ショッピング JS-0001-3730

田村商会 沼津市 下香貫八重１２７－５ ショッピング JS-0003-7985

MISSIONBAY 沼津市 我入道南条寺６９－１　　 ショッピング ZN-0002-2332

ラピスヌマヅテン 沼津市 共栄町２１－１０　　 ショッピング ZN-0002-4168

ラピス 沼津市 共栄町２１－１０　　 ショッピング ZN-2000-2418

高嶋酒造 沼津市 原３５４－１ ショッピング JS-0004-0185

光徳 直売所 沼津市 戸田３５４－４　 ショッピング SL-2000-8801

海竹山竹ストア 沼津市 戸田４９４－２９ ショッピング JS-0003-0636

クローバー薬局 沼津市 御幸町１３－５ ショッピング JS-0005-1747

ヤマハマリーナ株式会社沼津営業所 沼津市 江浦５１４ ショッピング JS-0003-8724

アドバンス 沼津市 江原町１－１　ＡＤＶＡＮＣＥビル内１Ｆ ショッピング JS-0005-5144

Lab's 沼津市 高島町２８－１ ショッピング AL-0000-0357
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丸惣小川くだもの 沼津市 高島本町９－６ ショッピング JS-0000-1469

有限会社エス・キムラ 沼津市 根古屋１７５－１ ショッピング JS-0003-4956

化粧品専門店 エス・キムラ 沼津市 根古屋１７５－１ ショッピング SL-2000-6389

安心堂 沼津店 沼津市 三枚橋４２７－２　 ショッピング SL-2001-1426

（株）第一家電市道店 沼津市 市道町６－１８ ショッピング JS-0005-3641

dolip 沼津市 蛇松町２９－２ ショッピング JS-0001-3342

ヤシロメガネ 沼津市 上土町４４ ショッピング JS-0005-4956

シースリー沼津店 沼津市 上土町７８　 ショッピング SL-2001-1178

SECESSiON 沼津市 新宿町１６－４　１Ｆ　 ショッピング SL-2000-9424

ジョイプラザ沼津店 沼津市 西間門２６２－１　大成ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-3491

小島薬局 本店 沼津市 西沢田３３５－１ ショッピング JS-0001-8042

ブレーンブラザーズ 沼津市 西沢田４４９　ＡＸＩＳビル４Ｆ－４０１ ショッピング JS-0001-6392

湊いち 沼津市 千本港町１０１　１Ｆ　 ショッピング SL-2001-1484

伊豆海屋 沼津市 千本港町１０１　１Ｆ　 ショッピング SL-2001-1488

モイスティーヌ沼津サロン 沼津市 大岡２２８４－１　プレステージハイム３ ショッピング JS-0003-4367

カーテン館コンチェル沼津店 沼津市 大岡２６９６－２　 ショッピング SL-2001-1218

京都もなみ沼津イーラ de 店 沼津市 大手町１－１－６　イーラｄｅ ショッピング JS-0002-5862

沼津アートサロン 沼津市 大手町２－６－１０ ショッピング JS-0002-1700

Rui 沼津市 大手町５－２－７　 ショッピング SL-2000-1228

ほさか 沼津市 大手町５－２－９　　 ショッピング ZN-0002-2419

ニューライフツチヤ 沼津市 大手町５－３－１７ ショッピング JS-0001-7656

リ－ガルシュ－ズ 沼津店 沼津市 大手町５－３－２　 ショッピング SL-2000-8707

鷹匠イコシ 沼津市 大手町５－４－３　 ショッピング SL-2000-5218

GINYA 沼津店 沼津市 大手町５－９－４　 ショッピング SL-2001-1505

メガネのウインク 原町店 沼津市 大塚１１３３－１ ショッピング JS-0003-2596

CUSTOM WISE 沼津市 大塚７６４－１ ショッピング JS-0002-2120

ガッツオート 沼津市 大平１５７１－３ ショッピング JS-0002-6929

自転車サイト・マイリン 沼津市 大門町３２ ショッピング JS-0003-2228

［HC］有限会社サワダ電機 沼津市 中沢田３８８－３ ショッピング JS-0001-9050

TRICK’S 沼津市 通横町１８ ショッピング JS-0000-7977

アーク沼津店 沼津市 通横町８－９　マキヤ御成橋ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6791

二葉薬局沼津東原店 沼津市 東原５５６－４ ショッピング JS-0004-7664

木村タイヤ 沼津市 東椎路４８４　　 ショッピング ZN-0002-6523

雅心苑金岡店 沼津市 筒井町１－３ ショッピング JS-0000-3352

有限会社沼津オートグラス 沼津市 岡宮１３１０－４ サービス JS-0003-2966

RiRis 沼津市 岡宮１４５８－２　　 サービス ZN-2000-0946

SWAG 沼津市 岡宮２７５　椎田建設ビル１Ｆ サービス JS-0001-4354

リトルモンキ－ 沼津市 下河原町１８－２　　 サービス PK-0000-4308

ウエダ動物クリニック 沼津市 下香貫藤井原１６２０－１０ サービス JS-0000-4377

ウシワカマル パイレーツ 沼津店 沼津市 宮前町１１－１　 サービス SL-2001-1705

トータルケアサロンるあそる 沼津市 原１７２１－１１　コチビル１Ｆ西 サービス JS-0002-9034

E ＝ mc2 沼津市 原１７２１－４ サービス JS-0002-9117

モンクール 沼津市 五月町１６－１５ サービス JS-0005-9546

ビューティーコレクション沼津店 沼津市 五月町４－２０　　 サービス ZN-0002-9642
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トーメイカラー 沼津市 五月町５－８ サービス JS-0003-8405

SONIDO 沼津市 高沢町４－２４　Ｋ＆Ｋビル１Ｆ　　 サービス ZN-2000-4279

美容室 akari 沼津市 高島町１２－８　 サービス SL-2000-0620

Nail Salon La Mer 沼津市 高島町５－１４　１Ｆ サービス JS-0004-0105

hair － agung 沼津市 高島町６－１０　高島ビル１Ｆ　　 サービス ZN-2000-2034

studioCAPLIS 沼津市 今沢３８３－１ サービス JS-0002-6659

株式会社フリースタイル 沼津市 志下７４４ サービス JS-0003-3800

ニコニコレンタカー沼津小諏訪店 沼津市 小諏訪９８２－１ サービス JS-0002-0798

カーパラダイス沼津 沼津市 松長７７８ サービス JS-0001-1001

Guk 沼津市 上土町１１－１　岩田ビル１Ｆ　　 サービス ZN-0002-8144

マカロン牛若丸 沼津店 沼津市 新沢田町１９－４０　 サービス SL-2001-1704

フィフティーオート 沼津市 西沢田３６１ サービス JS-0003-5047

hair room Nico 沼津市 青野９９－５　 サービス SL-2000-0714

YOSHIMIBeautyOKAMOTO 沼津市 足高３２２－１００ サービス JS-0001-3086

J － STYLE 沼津店 沼津市 大岡１３３０－１　ウォルマート西友沼津大岡店１Ｆ　 サービス ZN-0002-8143

美容室 Luana 沼津市 大岡１８７１－１　ＥＴハイツ１Ｆ サービス JS-0001-8191

O hair room 沼津市 大岡１９６０－１　東棟１Ｆ サービス JS-0000-3909

犬のアリス 沼津市 大岡２２３３―８　 サービス SL-2000-8916

とやま薬局大岡店 沼津市 大岡２４４５－１２ サービス JS-0003-6326

とやま薬局大岡店 沼津市 大岡２４４５－１２ サービス JS-0005-8991

Soil AVEDA「ソイル アヴェダ」 沼津市 大岡２４７０　 サービス SL-2001-1707

ネイルサロン リノアージュ 沼津市 大岡２４７３－５　 サービス SL-2000-2875

REIRS 沼津市 大岡３４７－３２ サービス JS-0001-9609

花さき薬局 沼津市 大岡３５２ サービス JS-0003-7678

ALDO 沼津市 大岡５１－１ サービス JS-0001-9644

シザーズ牛若丸沼津 Bivi 店 沼津市 大手町１－１－５　Ｂｉｖｉ１Ｆ サービス SL-2001-1706

boozu 沼津市 大手町２－９－３　ハスイケビル１Ｆ サービス JS-0000-3623

Girl 沼津市 大手町４－３－５３ サービス JS-0001-1010

美容室サムシング　大手町店 沼津市 大手町５－１２－２　　 サービス PK-0000-7777

SOLDIER 沼津市 大諏訪２４４－１ サービス JS-0000-1354

bonheur 沼津市 平町４－１１ サービス JS-0002-1478

Cafe ＆ GalleryFran 沼津市 高島町３－４　加藤ビル２Ｆ その他 SL-2000-1408

ベインズ 沼津市 大岡１９８８－１　 その他 SL-2000-2975

下石田かもめ薬局 沼津市 大岡８３６－２０　 その他 SL-2000-3373

焼津てんみ店 焼津市 栄町１－５－１４　　 飲食店 PK-0000-6808

UTAGE 焼津市 栄町１－８－１３　丸合第２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4768

BIRTH ＆陽だまり 焼津市 栄町１－８－１３　丸合第２ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6553

わが家 焼津市 栄町１－８－２０ 飲食店 JS-0005-7616

ボナ・ジョルナータ 焼津市 塩津２１２－７ 飲食店 SL-2000-2377

酒季の蔵 焼津市 焼津３－１０－８ 飲食店 JS-0003-3369

カフェド コロンブ 焼津市 焼津３－１２－１　 飲食店 SL-2000-0942

はや 焼津市 焼津３－１－２５ 飲食店 JS-0000-2231

黒だるま 焼津市 焼津４－３－７ 飲食店 JS-0005-0291

焼津たち吉本店 焼津市 焼津４－６－２１ 飲食店 JS-0003-3854
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東海苑 焼津市 上小杉７６３－３ 飲食店 JS-0004-3808

創作料理がじゅまる 焼津市 西小川２－４－１９　ジュネス登呂田２０１　 飲食店 ZN-0001-3081

わいわい 焼津市 西焼津２５－１　ＪＫビル１－Ａ 飲食店 JS-0001-7368

LoungeSecret 焼津市 西焼津２６－１ 飲食店 JS-0000-5123

食楽 えんや 焼津市 石津１２０ 飲食店 JS-0000-3217

Super 和牛 焼津市 石津５７７－１ 飲食店 JS-0000-9192

居酒屋＆だいにんぐ らせん 焼津市 大覚寺８６－７ 飲食店 JS-0004-7159

寿し春 焼津市 中港１－１－４　　 飲食店 ZN-0001-3121

地魚定 焼津市 中港２－４－１８ 飲食店 JS-0002-8526

株式会社舟小屋 焼津市 田尻北１６２８－２ 飲食店 JS-0001-5805

うし家金八 焼津市 八楠２－２９－５ 飲食店 JS-0000-6616

焼津 松乃寿司 焼津市 本町４－６－３　 飲食店 SL-2000-6639

ガンガジ柳新屋店 焼津市 柳新屋８９１－１　　 飲食店 ZN-0002-1541

PUMPKIN 2 焼津市 栄町１－８－１　２Ｆ　 ショッピング SL-2000-1270

えるふぁん by ますや 焼津市 栄町３－３－３７　 ショッピング SL-2000-4419

宝石・時計・メガネ スギヤマ 焼津市 栄町６－２－１ ショッピング JS-0001-6427

エスパルスショップ MMP 焼津市 栄町６ー５ー８　 ショッピング SL-2000-2281

ミスタータイヤマン黒川大井川店 焼津市 下江留１８４９ ショッピング JS-0002-1334

アロエ食品 SHOP 焼津市 下江留２２０８　 ショッピング SL-2000-7506

メンズエコー 焼津市 三ヶ名８２６－１　 ショッピング SL-2000-7535

キ－マン静岡 1 焼津市 三右衛門新田２４４－５　　 ショッピング PK-0000-8213

ラボコスメ 焼津市 宗高１２６７－５ ショッピング SL-2000-8165

海書房 焼津藤枝店 焼津市 小屋敷４７９ ショッピング JS-0003-5374

スマイルビューティー K 焼津市 小土１１３１－１　 ショッピング SL-2000-3494

mii ∞ closet 焼津市 西小川３－１－１３　 ショッピング SL-2000-0918

チャイルドブティックさんこう西小川店 焼津市 西小川４－１－１　 ショッピング SL-2000-6027

はんこ屋さん 21 焼津店 焼津市 石津１０４－１　　 ショッピング ZN-2000-5564

スウィングスポーツ 焼津市 石津６９３－５ ショッピング JS-0002-4888

パレッツなかじま 焼津市 石津中町１０－１９ ショッピング JS-0004-4538

カーライフショップ ブーブ 焼津市 大覚寺１３０－６　 ショッピング SL-2000-9314

ビビサカエヤ 焼津市 大住１０５３　 ショッピング SL-2000-1307

キューリン自動車 焼津市 田尻１３５４－１ ショッピング JS-0005-2241

LAB しばはら 焼津市 田尻１６８５ ショッピング SL-2000-8164

COLOR’S Auto Gallery 焼津市 東小川４－２－３ ショッピング JS-0002-2086

株式会社三和葬祭 焼津市 東小川５－８－１４ ショッピング JS-0001-7752

ジョイプラザ焼津インター店 焼津市 八楠１－１１－９ ショッピング JS-0003-3496

えびせん山喜焼津さかなセンター店 焼津市 八楠４－１３－７ ショッピング JS-0002-5807

ヨシケイ水産（株） 焼津市 八楠４－１３－７ ショッピング JS-0005-6001

（有）スギヤマ 焼津市 八楠４－１３－７　魚センター内　 ショッピング SL-2000-3335

FairyHome 焼津市 八楠４－８－５ ショッピング JS-0002-3029

岡村家具店 焼津市 本町５－１－８　 ショッピング SL-2000-5280

ルア－ショップ マスオカ 焼津市 本町５－８－１５　 ショッピング SL-2000-4415

株式会社シーエス・ユー 焼津市 塩津３２－１０ サービス JS-0002-2045

ヘアー＆メイクプロペラ 焼津市 下小田中町４－５ サービス JS-0000-2762
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GrimmHair 焼津市 三ヶ名２５５－１－Ｃ－１ サービス JS-0001-4610

Kamika 焼津市 三ヶ名３６０－９　　 サービス PK-0000-2674

GRESS 焼津市 小川３０５５ サービス JS-0000-2736

美容室フルール 焼津市 石津１８８ サービス JS-0002-1033

Abnoba 焼津市 石津７０９－４ サービス JS-0005-8349

美容室ブルーム 焼津市 大住３４２－４ サービス SL-2000-6988

hair lounge hauoli 焼津市 大村３－３２－２ サービス JS-0005-8890

赤木薬局小川店 焼津市 東小川２－１４－２ サービス JS-0003-1701

Beauty Studio CHE’LU 焼津市 浜当目４－１３－３　 サービス SL-2000-0831

株式会社タカシン 焼津市 保福島５３２ サービス JS-0004-0159

回転寿司 まぐろ一本 焼津市 八楠４－１３－７　 その他 SL-2000-0469

ASSOMBRASOM レストラン 榛原郡 吉田町住吉３７１９ 飲食店 JS-0005-0181

インド料理ガンジス川榛原店 榛原郡 吉田町住吉７１０－１　　 飲食店 ZN-0002-1529

おひさま食堂 榛原郡 吉田町神戸２１４３－１８ 飲食店 JS-0000-7428

タナカ 榛原郡 吉田町住吉１０８ ショッピング JS-0001-5782

ファッション S ＆ Y 榛原郡 吉田町住吉１４－１　 ショッピング SL-2000-6682

おしゃれ桟敷三和 榛原郡 吉田町住吉１９６８ ショッピング SL-2000-2735

岩本化粧品店 榛原郡 吉田町住吉２４４５－１ ショッピング JS-0003-4116

RIO Recycle Shop 榛原郡 吉田町住吉３２４５－７ ショッピング JS-0004-0227

Everyone そねたけ 榛原郡 吉田町神戸２４１３－２　 ショッピング SL-2000-6457

良知園芸 榛原郡 吉田町大幡１１８４　 ショッピング SL-2000-5673

益井園 榛原郡 川根本町青部５２１　　 ショッピング PK-0000-4413

髪空間 榛原郡 吉田町住吉３２７５－１ サービス JS-0000-3303

理容白石 榛原郡 吉田町神戸１６３７－８　 サービス SL-2000-2827

おもてなし居酒屋 うまや 裾野市 岩波２５２－１　シャンテール弐番館１ 飲食店 JS-0003-4472

すし・魚料理大和 裾野市 佐野７８５－６　　 飲食店 ZN-0001-3196

ADELINE 裾野市 千福が丘３－１７－７ 飲食店 JS-0001-7360

串揚げ・串焼き・おでん・ふたつめ 裾野市 茶畑１９９－１　カツマタビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3173

グリーングラス岩波店 裾野市 御宿１１１２－４ ショッピング JS-0002-3197

ECHO71 裾野市 佐野１０３９　ベルシティ裾野店１Ｆ ショッピング JS-0001-5449

（有）現代健康研究所 裾野市 千福が丘３－１３－２ ショッピング JS-0001-3799

牛若丸イースト裾野店 裾野市 伊豆島田８１８－２　ロイヤルプラザ市川１０１ サービス SL-2001-1700

小島屋クリーニング 伊豆島田店 裾野市 伊豆島田８３６－６ サービス JS-0005-5738

むさしの薬局裾野店 裾野市 佐野１０３８－２ サービス JS-0000-7089

リフレッシュスペース裾野店 裾野市 佐野１０３９　ベルシティ裾野１Ｆ サービス JS-0001-7820

小島屋クリーニング 裾野店 裾野市 佐野１４９５－１ サービス JS-0005-5743

アール美容室裾野店 裾野市 佐野１５１３－１　マックスバリュ裾野店２Ｆ サービス JS-0003-7250

金時堂 須賀薬局 裾野市 佐野８０７－１４ サービス JS-0001-8793

reF 裾野市 水窪１２２－５　コーポ裾野Ｂ１０６　 サービス SL-2000-5720

よろず漢方薬局 裾野市 水窪１２２－５－Ｂ１０３　 その他 SL-2000-7845

うでまくりダイニング  厨、S 袋井市 愛野東２－７－４　　ｆａｃｅＴ１０３ 飲食店 SL-2000-4450

バールルスティカーレ 袋井市 愛野南２－３－１ 飲食店 JS-0001-1802

赤から袋井店 袋井市 旭町１－９－１　 飲食店 SL-2000-8906

フィオレンティーナ 袋井市 久能２８７１－１　　 飲食店 ZN-0001-3147
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割烹みふね 袋井市 広岡２７４－８ 飲食店 JS-0000-2237

ASOBIBAR KAKIBALL 袋井市 高尾町１２－４ 飲食店 JS-0005-1409

和楽 袋井市 高尾町１２－６　　 飲食店 ZN-0001-3071

料理千 袋井市 高尾町２０－１５ 飲食店 JS-0004-8557

コミナミ商店 袋井市 高尾町２５－１４　グレイスガーデン高尾１Ｆ 飲食店 JS-0004-2382

BarPOPUP 袋井市 高尾町９－１６ 飲食店 JS-0002-5617

てらだや 袋井市 高尾町９－５ 飲食店 JS-0001-3456

Pet Space MILK 袋井市 新屋４－６－１ 飲食店 JS-0004-6529

カフェ・ワイン＆ダイニングカスティノ 袋井市 川井１３１１－６ 飲食店 JS-0003-6197

東大門仲屋 袋井市 方丈５－１－８ 飲食店 JS-0000-7369

トラットリア グーフォ 袋井市 堀越１－２３－２　三愛ビルソウビ１－１０２ 飲食店 JS-0002-2333

焼肉紅蘭 袋井市 堀越２－２１－２１ 飲食店 JS-0005-9406

韓国焼肉ぶんぶん 袋井市 堀越３－１８－７ 飲食店 JS-0000-8967

レガロススタイル愛野店 袋井市 愛野南１－２－１４ ショッピング JS-0002-7063

APPLEHOUSE 袋井店 袋井市 高尾町１１－１　　 ショッピング ZN-0002-4172

アトリエジェムクラフト 袋井市 高尾町１６－６　 ショッピング SL-2000-5152

時計メガネ宝石のオガワ 袋井市 高尾町１－８ ショッピング JS-0001-3465

いくみや呉服店 袋井市 高尾町３－６　 ショッピング SL-2000-2588

シューズ＆バッグ マルオー 袋井市 浅岡３５０　 ショッピング SL-2000-6106

花歩 袋井市 浅岡３５０　ＰＡＤＤＹ内 ショッピング SL-2000-7121

メロー静岡袋井店 袋井市 堀越５３８－１ ショッピング JS-0001-8337

BLOSSOM 袋井市 愛野南２－３－１３ サービス JS-0001-1350

nooku 袋井市 愛野南２－３－２ サービス SL-2000-5142

株式会社マルエスモータース 袋井市 永楽町２９９－２ サービス JS-0003-7525

ペットショップミルク 袋井店 袋井市 下山梨１７１１－１ サービス JS-0004-6527

坂井モ－タ－袋井久能店 袋井市 久能１８８９－１　　 サービス PK-0000-0235

豊永自動車工業袋井店 袋井市 国本１２３９－２ サービス JS-0002-2686

ホワイト急便山科工場店 袋井市 山科３３５５－１１ サービス JS-0005-6566

koti by luomu 袋井市 上山梨１８０１－１　 サービス SL-2000-3842

PH7 Arts 袋井市 上山梨２－１１－６ サービス JS-0005-1202

プナヘレヘアースパ 袋井市 新屋３－１－１２ サービス SL-2000-0472

an 袋井市 浅羽１３９３－５ サービス JS-0002-2535

ムラマサオートモーティブ 袋井市 浅岡２８５－１ サービス JS-0002-8912

ホワイト急便遠鉄ストア浅羽店 袋井市 浅岡３５０ サービス JS-0005-6808

ホワイト急便コープ袋井田町店 袋井市 田町１－１０－７ サービス JS-0005-6567

やきにく渡邊 田方郡 函南町柏谷１３２７－１００ 飲食店 JS-0001-0033

スギヤマ洋品店 函南店 田方郡 函南町間宮５３７－２ ショッピング JS-0002-1677

シューズハウスオオイシ 田方郡 函南町間宮６８２－３ ショッピング JS-0005-4602

メガネのウインク函南店 田方郡 函南町仁田７４－１　ルピア函南店内 ショッピング JS-0003-4724

ARAKAWA 田方郡 函南町仁田８０－１１ ショッピング JS-0002-2693

フローリスト花咲 田方郡 函南町仁田８０－１２ ショッピング JS-0001-7766

ミュルサンヌ 田方郡 函南町畑毛５９ ショッピング JS-0001-5848

京都もなみ 田方郡 函南町平井６１３－２ ショッピング JS-0001-6846

美容室ニュージョイ 田方郡 函南町間宮５６１－３ サービス JS-0001-6322
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有限会社ピュア動物病院 田方郡 函南町間宮８９６－１３ サービス JS-0002-0593

上沢薬局 田方郡 函南町上沢８０－１８ サービス JS-0002-8617

美容室 おがわ 田方郡 函南町仁田８６－６　 サービス SL-2000-0621

Tali 田方郡 函南町大土肥８４－１　　 サービス ZN-0003-1091

ロフト牛若丸函南町店 田方郡 函南町塚本２１２－４　 サービス SL-2001-1701

牛若丸ガーデン函南町店 田方郡 函南町塚本２１３　 サービス SL-2001-1702

株式会社駿東 田方郡 函南町塚本３１－１ サービス JS-0001-4979

焼肉處十々 島田店 島田市 栄町１－１ 飲食店 JS-0001-8516

ふじの 島田市 栄町１－２３　 飲食店 SL-2000-1446

インド料理ガンジス川金谷東店 島田市 金谷東１－１３０２－１　　 飲食店 ZN-0002-1530

そば処 ゆくら 島田市 金谷富士見町１７００－３８ 飲食店 JS-0000-1104

東海苑 島田市 阪本４３－１ 飲食店 JS-0004-3944

魯菴 Roan de Odagiri 島田市 新田町６－４ 飲食店 JS-0000-7725

寿司幸 島田市 扇町１４－４ 飲食店 JS-0000-8393

ステーキハウス ラグー〈RAGOUT〉 島田市 大津通１９６５　サンライズビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-0036

カネイ一言製茶 島田市 道悦１－２－２ 飲食店 JS-0002-6995

SACABA よい酔 島田市 道悦４－９－２７ 飲食店 JS-0005-9679

てんみ島田店 島田市 日之出町１－１２　　 飲食店 PK-0000-1187

旬菜酒房 tokotoko 島田市 日之出町３－３　大洋ビル１Ｆ西側　 飲食店 ZN-0001-3079

かふぇ　あいおい 島田市 本通１－２９０７　　 飲食店 PK-0000-6302

蕎麦 雪月花 島田市 本通２－３－４　 飲食店 SL-2000-6438

グラッパ 島田市 本通４－２－１　 飲食店 SL-2000-4478

そばの花 島田市 野田１２２４－２　　 飲食店 PK-0000-3566

野田屋 島田市 野田１２７９　　 飲食店 PK-0000-6336

アイフレンド島田 島田市 稲荷３－９－３　 ショッピング SL-2000-1208

パレッツやまざき 島田市 稲荷４－１７－１３ ショッピング JS-0005-9415

BARQUE 島田市 新町通５－３－２　 ショッピング SL-2000-0548

［HC］有限会社かわでん 島田市 大津通８５９０－１ ショッピング JS-0001-8113

フォルムス 島田市 中央町１５－５　 ショッピング SL-2000-6366

こんけい本店 島田市 中河町１９４５　 ショッピング SL-2000-2652

ぶんか書店島田店 島田市 中溝町２５６３ ショッピング JS-0005-8869

ジョイプラザ島田店 島田市 東町１１０９ ショッピング JS-0003-3490

ヨコヤマ靴店 島田市 本通２－２－６　 ショッピング SL-2000-3977

メガネの春田島田店 島田市 本通２－３－５　 ショッピング SL-2001-0639

株式会社清水屋 島田市 本通２－５－５ ショッピング JS-0005-3162

文具・事務機のオカダ 島田市 本通３－５－７ ショッピング JS-0005-3118

村松時計店 島田市 本通３－６－１　さんふーるビル１Ｆ ショッピング JS-0001-6185

APPLE HOUSE 島田市 本通４－２－３ ショッピング JS-0005-4467

斉藤仏具店 島田市 本通４－５－６ ショッピング JS-0000-0520

ジャパンメディアセールス 島田市 柳町１１－２ ショッピング JS-0005-6087

HairOrigin 島田市 阿知ヶ谷３４１－６ サービス JS-0002-6881

成岡薬局 井口店 島田市 井口８８０ サービス JS-0001-8515

有限会社エル・ドリーム 島田市 御仮屋町８８０４－４ サービス JS-0000-8543

リラクゼーション花みずき 島田市 御仮屋町９５６８－１１ サービス JS-0003-6221
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イマージュ 島田市 高砂町６９２１－１　イマージュ１Ｆ サービス SL-2000-4240

島田コンタクト 島田市 栄町４－１９　木材会館クラシカ１Ｆ その他 SL-2000-3465

4 丁目スギウラカメラ 島田市 本通４－３－５　 その他 SL-2000-6584

七輪焼鶏 すぎ多 稲川本店 藤枝市 稲川１－６－３７ 飲食店 JS-0001-5860

串焼 Dining 我楽多家 藤枝市 駅前１－１０－２１　　 飲食店 ZN-0001-3128

居酒屋とんた 藤枝市 駅前１－１１－３ 飲食店 JS-0004-0873

Hula cafe 藤枝市 駅前１－１２－１３　エローラ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0812

色彩膳八っすんば 藤枝市 駅前１－６－２０　　 飲食店 ZN-0001-3197

藤枝酒場 藤枝市 駅前１－７－１４　スズロクビル１Ｆ１０１ 飲食店 JS-0005-1572

呑み家鼓童 藤枝市 駅前１－７－２１ 飲食店 JS-0003-7358

moheji 藤枝市 駅前１－７－２５　増尾ビル１Ｆ北側 飲食店 JS-0004-2524

酒とめし ごほうび 藤枝市 駅前１－７－２７　１Ｆ　 飲食店 SL-2000-8687

榮 藤枝市 駅前１－８－５ 飲食店 JS-0004-5015

芋んちゅ藤枝駅前店 藤枝市 駅前１－９－１　２Ｆ 飲食店 JS-0005-9383

酒彩厨房 玄 藤枝市 駅前１－９－１　キョウエイビルＦ１ 飲食店 JS-0001-0371

和の心つげ家 藤枝市 駅前２－１９－１ 飲食店 JS-0000-7301

白馬 藤枝市 駅前２－５－２　正樹ビル１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-2959

おもひで横丁藤枝市場 藤枝市 駅前２－８－２　沖ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-6352

萬惣食堂 藤枝市 駅前２－８－２４　山本ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6289

料理処友喜 藤枝市 駅前３－２－１４ 飲食店 JS-0000-2482

すし屋の磯吉 藤枝市 駅前３－３－１３　 飲食店 SL-2000-3674

神田寿司 藤枝市 駅前３－９－２０　　 飲食店 ZN-0001-3088

寿づよし 藤枝市 高洲１－１０－５　　 飲食店 ZN-0001-3164

寿し幸 志太支店 藤枝市 志太１－２－８　 飲食店 SL-2001-1772

NORI 藤枝市 時ヶ谷８６４－３ 飲食店 JS-0001-3540

和処 輪さび 藤枝市 青木２－３－２４　 飲食店 SL-2000-7509

和楽たすく 藤枝市 青木３－１５－２　第二松浦ビル１０４ 飲食店 JS-0000-5544

海鮮と炭火網焼地鶏うお鶏藤枝店 藤枝市 前島１－３－１　ホテルオーレ２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1972

Dining 桃 藤枝市 前島１－７－５０ 飲食店 JS-0005-7739

カフェ・バロック 藤枝市 前島２－１－３７ 飲食店 JS-0004-6629

ハーブレストランパブリック 藤枝市 大東町５１６－３ 飲食店 JS-0001-3560

韓食房おんどる藤枝店 藤枝市 田沼１－２８－２３　　 飲食店 ZN-0001-3067

鶏と蕎麦 1 藤枝市 田沼１－３－２６　青木ビル２０１　 飲食店 PK-0000-4083

山内屋 藤枝市 藤枝１－５－３　 飲食店 SL-2000-9926

はら喜鮨 藤枝市 藤枝３－１３－５　 飲食店 SL-2001-1776

ホルべぇ 藤枝市 兵太夫５３１－１ 飲食店 JS-0003-2044

おばんざい酒 Bar 伊藤バー 藤枝市 本町４－８－４　１Ｆ 飲食店 JS-0004-4730

えびせん山喜藤枝駅前店 藤枝市 駅前１－２－１ ショッピング JS-0004-0997

マニア＆クラロス 2 号店 藤枝市 駅前１－３－２２　　 ショッピング ZN-0002-4165

スズキ薔薇園 藤枝市 駅前２－２０－１４　　 ショッピング PK-0000-2748

メナードフェイシャルサロン メゾンブラン 藤枝市 岡部町内谷９６３－２４　 ショッピング SL-2000-6914

佐野石材本社 藤枝市 郡１－８－３３　　 ショッピング PK-0000-2289

共栄自動車 藤枝市 高洲１０５２－１　 ショッピング SL-2000-3988

島屋寝具 藤枝市 高洲７８６－２ ショッピング JS-0001-5959
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テラシマ電器 藤枝市 高洲８８２－５ ショッピング JS-0004-6544

オートサービスヨコヤマ 藤枝市 志太４－９－３８ ショッピング JS-0001-8257

加藤茶舗 藤枝市 青木１－１０－１８　 ショッピング SL-2000-3454

ブティック Aki 藤枝市 泉町７７４－８　 ショッピング SL-2000-0237

コンタクトアカデミー 藤枝市 前島１－７－１　ＦＪビル２Ｆ ショッピング SL-2000-0972

アルソア和音 藤枝市 田沼１－１５－１　 ショッピング SL-2000-2336

CAL’S GENERAL STORE 藤枝市 田沼１－２４－１３　青島テナントビル１Ｆ１０１号室 ショッピング SL-2000-2384

ターゲットゴルフ 藤枝市 藤岡１－２－１３ ショッピング JS-0003-7524

フローリスツショップシーズ 藤枝市 藤枝１－１－１ ショッピング JS-0000-8273

Now たきした 藤枝市 本郷７３ ショッピング JS-0004-7077

タイカツ堂 藤枝市 本町１－５－２８ ショッピング JS-0000-8874

ひばり本町薬局 藤枝市 本町２－８－４１ ショッピング JS-0005-5936

立花ガーデン 藤枝市 立花１－１２－６ ショッピング JS-0004-9388

立花ガーデン 藤枝市 立花１－１２－６ ショッピング JS-0005-7905

健幸美 Labo フォルテュナ 藤枝市 岡部町岡部１６６０－６５　 サービス SL-2000-1397

chill 藤枝市 五十海２－１－３５ サービス JS-0002-9076

viage HAIR 藤枝市 水守１－２－２　 サービス SL-2000-3278

AutoRaduno 藤枝市 水上７－４ サービス JS-0000-7728

ケトル竹下 藤枝市 瀬古２－２２－２３　ケトル竹下 サービス SL-2001-0183

stance 藤枝市 瀬戸新屋１７１－１７　渋谷第２ビル サービス JS-0000-8562

Barber Saloon SATO 藤枝市 青木２－１－１　 サービス SL-2001-1058

Ladies Shaving Salon Shabon 藤枝市 青木２－１－１　 サービス SL-2001-1059

美容室アモア 藤枝市 前島１－７－５０　タシロイレブン２Ｆ　 サービス PK-0000-1200

COCO 藤枝店 藤枝市 前島２－１－３７　大原ビル３Ｆ サービス JS-0004-0831

美容室 Venti 藤枝駅前店 藤枝市 前島２－２－６　リバージュ２　１ＦＢ サービス SL-2000-7437

ミルフィック藤枝店 藤枝市 前島３－９－２ サービス JS-0005-5314

マニフィーク 藤枝市 築地１－１６－２７　 サービス SL-2000-4212

min ster STUDIO 藤枝市 田沼２－１１－５ サービス JS-0000-7814

株式会社 私の眠り井鍋 藤枝市 青葉町３－１１－２８　 その他 SL-2000-6700

ほんまち薬局 藤枝市 藤枝５－６－３５　 その他 SL-2000-2575

ローストビーフ 伊豆花 熱海市 伊豆山７６７－１ 飲食店 JS-0001-0123

海幸楽膳 釜つる 熱海市 銀座町１０－１１ 飲食店 SL-2001-0647

やまもと 熱海市 銀座町１０－１６　　 飲食店 ZN-0001-3252

TERMALE 熱海市 銀座町３－７　山彦ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0520

三松鮨 熱海市 銀座町４－６ 飲食店 JS-0000-5227

炭火焼肉瓢箪屋 熱海市 銀座町４－９　　 飲食店 PK-0000-3350

寿し忠 熱海市 銀座町７－１１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3104

イタリアンレストランサンマリノ 熱海市 銀座町７－１６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3111

ま～る 熱海市 銀座町９－１２　中丸ビル　　 飲食店 ZN-0001-3108

Imbiss 熱海 熱海市 咲見町１２－１３　渡辺ビル１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-3030

蕎麦あさ田 熱海市 春日町１７－９　　 飲食店 PK-0000-1306

ナギサコ－ヒ－店 熱海市 渚町１０－５　　 飲食店 PK-0000-5289

ATAMIOLIVECAFE 熱海市 渚町１３－１１　寿司忠ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3241

鉄板焼 西麻布またはり 熱海市 渚町１３ー２　住吉屋ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-9726
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ぬいぐるみのリムとラム 熱海店 熱海市 渚町２０－１２　ＷＳＣビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-4613

魯風人 熱海店 熱海市 渚町２０－６　 飲食店 SL-2000-3496

串特急 熱海店 熱海市 渚町５－４ 飲食店 JS-0005-4671

鮨 梅清 熱海市 渚町５－４　大舘ビル１Ｆ東側　　 飲食店 ZN-0002-1549

カフェ柿ノ木 熱海市 上宿町１－２５ 飲食店 JS-0000-5580

カフェビストロソレイアード 熱海市 清水町４－１６　ＳＪビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3205

レストラン春陽亭 熱海市 泉２７０－２ 飲食店 JS-0001-7690

PROTEIN ＆ BARMacho 熱海市 中央町１０－７　和田ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6577

活魚料理みつはし 熱海市 中央町１４－３　富岡ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3237

寿し孝 熱海市 中央町１７－９ 飲食店 JS-0003-2843

鮨処英 熱海市 中央町１９－２７　ツイキビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3192

丸 熱海市 中央町５－８ 飲食店 JS-0004-2901

酒肴房ばんふ 熱海市 中央町６－１　花本ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-9347

トラットリアテンポドーロ 熱海市 福道町３－２４　来宮神田ビル２０２　 飲食店 ZN-0001-3259

丸亀名産店 熱海市 下多賀１３９　　 ショッピング PK-0000-8987

parafield 熱海市 下多賀１５０７－１　 ショッピング SL-2001-0356

釜鶴ひもの店 熱海市 銀座町１０－１８　 ショッピング SL-2001-0645

釜鶴ひもの店 海岸支店 熱海市 銀座町１１－６ ショッピング SL-2001-0646

時計・宝石のフジワラ 熱海市 銀座町３－１０　 ショッピング SL-2001-1095

C’estMignon．ymh 熱海市 銀座町８－２２　 ショッピング SL-2000-4570

メガネのフジワラ 熱海市 銀座町８－６ ショッピング JS-0001-4149

Michiko のサロン 熱海市 咲見町１２－６　　 ショッピング ZN-0002-4171

藤中靴店 熱海市 咲見町４－２８ ショッピング JS-0003-6095

ジュエリー水谷 熱海市 水口町５－１２ ショッピング JS-0003-0152

エパック熱海ショ－ル－ム 熱海市 相の原町１９－１０　　 ショッピング PK-0000-0159

メガネのウインク 熱海店 熱海市 中央町１９－３９　マックスバリュー熱海２Ｆ ショッピング JS-0003-2659

ECHO71 マックスバリュ熱海店 熱海市 中央町１９－３９　マックスバリュ熱海店３Ｆ　ＥＣＨＯ７１ ショッピング JS-0001-9012

上田工芸 熱海駅前 体験工房 熱海市 田原本町６－７　角屋ビル３Ｆ－Ａ ショッピング JS-0005-9436

石垣書店 熱海市 田原本町９－１－１０１　　 ショッピング PK-0000-3057

ダイビングサービス熱海 熱海市 和田浜南町９－２４ ショッピング JS-0004-7617

COZY 熱海市 下多賀４５７－９ サービス JS-0000-4405

ツユキ動物病院 熱海市 中央町１２－１７　　 サービス PK-0000-9058

美容室 ちゅらさん 熱海市 中央町１２－５　ＹＭビル１Ｆ サービス SL-2000-0889

美容室ピジョン 熱海市 中央町１９－３１　布袋屋第二ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-9633

マリンスパあたみ 熱海市 和田浜南町４－３９　　 サービス ZN-2000-5111

有限会社 丸高名産店 熱海市 田原本町４ー１　 その他 SL-2001-0554

海上釣り堀 太公望 熱海市 網代１００－７ その他 JS-0005-2448

Everest Curry 磐田市 安久路１－１－２ 飲食店 JS-0005-9894

ポポラート 磐田市 見付１８４５－１２ 飲食店 JS-0006-0069

だら 磐田市 上岡田１０２８－４　　 飲食店 ZN-2000-5464

天天 磐田市 城之崎１－１－６ 飲食店 JS-0001-7078

からん 磐田市 新貝１５４１ 飲食店 JS-0001-0469

磐田ビアン 磐田市 大久保５１２－３ 飲食店 JS-0005-4345

磐田市立カフェコア 磐田市 大久保５１２－３ 飲食店 JS-0005-4463
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凛喜桜変 磐田市 中泉１２５－８　　 飲食店 ZN-2000-2053

食の畑 KAZU 磐田市 中泉２１８８－３ 飲食店 JS-0002-7064

鳥春 磐田市 中泉２５０２－１ 飲食店 JS-0002-1250

グランカフェ 磐田市 中泉３７５　　 飲食店 ZN-0001-3162

じゃん 磐田市 中泉５９３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5463

てんみ磐田店 磐田市 中泉６２４　　 飲食店 PK-0000-1300

串の蔵 磐田市 中泉６３０－１４ 飲食店 JS-0005-7817

遊膳酒房 吉 磐田市 中泉６３０－１８　松浦ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-9751

酒楽 磐田市 二之宮１０２３－１ 飲食店 JS-0004-6329

カフェ モグモグ 磐田市 二之宮７０２－１ 飲食店 JS-0002-2243

バーボン 磐田市 豊岡６８６１－３ 飲食店 JS-0000-2735

メロンの松香園 磐田市 一色３８ ショッピング JS-0005-9301

［HC］有限会社アサヒ電機 磐田市 岡８９１ ショッピング JS-0001-8176

朝日クリ－ニング 磐田市 見付３０２６－３　　 ショッピング PK-0000-7737

オートギャラリーカラサワ 磐田市 見付３７５－１ ショッピング JS-0002-4690

シェモア 磐田市 今之浦２－３－１２　　 ショッピング ZN-0002-4166

レユニオン 磐田市 今之浦２－５－３　 ショッピング SL-2000-5755

ブティックブルーム 磐田市 今之浦２－７－１　 ショッピング SL-2001-1770

ジュリエット 磐田市 今之浦２－８－２　バーンビレッジ内 ショッピング JS-0004-9017

みつは薬局 磐田市 今之浦３－２２－６　　 ショッピング PK-0000-8339

lifestyleshopichirin 磐田市 上岡田８４７－１ ショッピング JS-0005-0898

レディスショップジョアン 磐田市 森下６９７－２ ショッピング JS-0001-4876

大杉クリ－ニング 磐田市 森本８９４　　 ショッピング PK-0000-6024

あがた商店 磐田店 磐田市 西貝塚２０３４－１ ショッピング JS-0005-8728

CRER Surf room 磐田市 静岡県磐田市豊浜５０５　 ショッピング SL-2000-0994

NIPPONBRASFOOD’S 磐田市 大原７７２－１ ショッピング JS-0003-1492

カスケード 磐田市 池田３６５－１ ショッピング JS-0003-4070

［HC］（有）鳥居商会 磐田市 中泉１３４４ ショッピング JS-0001-9494

こだわり食品の店 Neo 磐田市 中泉５９１－１　イ－ストスクエアビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8534

エジガレージ 磐田市 匂坂上３４４－２　エジガレージ ショッピング JS-0002-3179

ぶんか書店磐田店 磐田市 福田中島１６０８ ショッピング JS-0002-9654

キングマート 磐田店 磐田市 豊岡６８６２－５　 ショッピング SL-2001-1105

株式会社アギアモータース 磐田市 豊浜８７９ ショッピング JS-0003-4744

平岡エコリサイクル 磐田市 豊浜中野５３２－１ ショッピング JS-0004-5539

株式会社静岡カーセールス 磐田市 一言９１ サービス JS-0004-7495

Trecca 磐田市 岡３２ サービス JS-0001-0999

NIKKEYHAIR 磐田市 下万能４０３－５ サービス JS-0002-2315

ヘアーサロンサトウ 磐田市 下野部２０４－５ サービス SL-2000-2172

I ＆ I サービス 磐田市 掛塚２９８８ サービス JS-0001-7817

松本自動車有限会社 磐田市 岩井１８８３－１ サービス JS-0003-1166

赤とんぼ整骨院 磐田市 宮之一色６８６－１ サービス JS-0001-6118

Alis meis 磐田市 見付１９４５－１ サービス JS-0003-6346

COCO 磐田店 磐田市 今之浦３－１５－１　Ｖタウン１Ｆ サービス JS-0004-0905

美容室 face 磐田市 今之浦３－７－６　 サービス SL-2000-1330



22 2020/9/7

［静岡県（その他の市区町村）］

加盟店名 所在地 ジャンル

美容室カミング 磐田市 森下３３１ サービス JS-0001-7815

ペットショップミルク 磐田店 磐田市 森下９５－１ サービス JS-0004-6534

有限会社ケイグループ 磐田市 西島４７９－１ サービス JS-0004-7492

マッサージルームひろ 磐田市 草崎４３０－１ サービス JS-0004-1096

AutoShopIwata 磐田市 大立野３３０－１ サービス JS-0004-2417

しづ子美容室オリー 本店 磐田市 中泉１０５－７ サービス JS-0003-3376

ジャンディ理容店 磐田市 東貝塚１２５９－５ サービス JS-0005-3487

クリーニングのエブリバロー磐田店 磐田市 二之宮１０２６ サービス JS-0005-6584

クリーニングのエブリ二之宮東店 磐田市 二之宮東１７－６ サービス JS-0005-6562

株式会社三星オート 磐田市 福田中島２８６－１ サービス JS-0000-8456

ホワイト急便タイヨー福田店 磐田市 福田中島７７７－１ サービス JS-0005-6716

kyara ＆ mokuya made 磐田市 豊岡２９７２－１　 サービス SL-2000-4248

R Hair ＆ Make 豊田店 磐田市 立野２０２５－１５　マックスバリュー サービス JS-0003-7247

クリーニングのエブリ磐田本店 磐田市 立野２２８－１ サービス JS-0005-6587

株式会社ハロ－エス 磐田市 今之浦２－８－２　 その他 SL-2000-9475

アマンビューティーリゾート 磐田市 富丘７７４－１　 その他 SL-2000-6898

フレンチ コワン 富士宮市 ひばりが丘８５０－２ 飲食店 JS-0001-3427

そば処美やじま 富士宮市 外神２２１１－１７　　 飲食店 ZN-0002-1556

和っしょい 富士宮市 宮原３８４－５ 飲食店 JS-0003-5950

ろばた篤海 富士宮市 宮原５８８－２ 飲食店 JS-0005-9334

居酒屋金太郎 富士宮市 小泉１９３１－１ 飲食店 JS-0002-3006

cafebarMUCU 富士宮市 小泉２１７９－１２ 飲食店 JS-0001-6307

F′s Marche 富士宮市 小泉９０－１ 飲食店 JS-0004-7773

会館志ほ川 富士宮市 城北町６６７ 飲食店 JS-0004-4753

HARE 時々 OCHA 富士宮市 杉田１０４７－４ 飲食店 JS-0002-7518

割烹 竹の子 富士宮市 大宮町１６－１２ 飲食店 JS-0001-3657

ろばた樹苑 富士宮市 中央町１４－９ 飲食店 JS-0005-8146

PORKMAN 樹々苑 富士宮市 中央町１５－４ 飲食店 JS-0005-8148

ろくまるや 富士宮市 中央町３－９　柳屋ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3253

喰い処．飲み処集楽 富士宮市 中央町７－１４　ターミナルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3073

魚匠樹苑 富士宮市 中央町７－８ 飲食店 JS-0005-7908

フードラウンジ胡蝶 富士宮市 東町２２－１１　東町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8741

mamerukitchen 富士宮市 万野原新田３０６３－１ 飲食店 JS-0003-2254

洋風居酒屋びりーぶ 富士宮市 万野原新田３３７８－１２８ 飲食店 JS-0003-2227

肉料理片岡 富士宮市 野中９０７ 飲食店 JS-0001-2669

スーパーマルシュウ 富士宮市 下条８０－２　 ショッピング SL-2000-1304

カーテン館コンチェル富士宮店 富士宮市 外神１４３－１　 ショッピング SL-2001-1220

dimanche matin 富士宮市 外神２１９１－１１ ショッピング JS-0003-4120

Be － flat 富士宮市 宮町９－１ ショッピング JS-0001-7738

ゆほびか工房かりんこ 13 富士宮市 宮町９－４　 ショッピング SL-2000-0434

テラス 富士宮市 三園平１６９２－１ ショッピング JS-0002-1697

山田屋酒店 富士宮市 山宮２６４９－３ ショッピング JS-0005-1346

ATC Store 富士宮市 小泉１６４９－２０ ショッピング SL-2000-8941

ミツイオートサービス 富士宮市 小泉１９９５　 ショッピング SL-2000-4658
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だんの家 富士宮市 上井出２５９－１ ショッピング JS-0000-4461

誠華堂 富士宮市 上条１５０４－１ ショッピング JS-0000-8509

MIREI 富士宮市 城北町１１８－３ ショッピング JS-0003-8775

メゾンナカガワ 富士宮市 城北町９５　 ショッピング SL-2000-7862

スポーツプラザ十字屋 富士宮市 西町１７－１ ショッピング JS-0001-7681

マルキチ 富士宮市 西町５－１１ ショッピング JS-0004-7010

スモーキーフラワーズ 富士宮市 泉町１１７ ショッピング JS-0003-7498

芙蓉堂 本店 富士宮市 大宮町１３－７　 ショッピング SL-2000-8727

メガネの春田 富士宮市 大宮町２－５ ショッピング JS-0005-0281

株式会社ヱチゼンヤ 富士宮市 大宮町８－６ ショッピング JS-0001-8695

MSP 静岡 富士宮市 中里東町５２６ ショッピング JS-0000-5122

ハーブギャラリー富士宮店 J × Zero 富士宮市 東町１２－１８ ショッピング JS-0000-0833

めんの叶屋 富士宮市 宝町１５－１６　　 ショッピング PK-0000-8910

自然食品店　富士グリ－ン 1 富士宮市 北町４－１３　　 ショッピング PK-0000-8255

ライズ・よしだ 富士宮市 野中町７３５ ショッピング JS-0004-7744

作業服流通センター富士宮店 富士宮市 野中東町１１－１ ショッピング JS-0001-1418

オッペン化粧品　ROSE 営業所 富士宮市 野中東町２３０　　 ショッピング PK-0000-8857

芙蓉堂バイパス店 富士宮市 矢立町９５５　 ショッピング SL-2000-8726

ジョイプラザ富士宮店 富士宮市 淀平町９８２－１ ショッピング JS-0004-4565

Hair Make Bagus 富士宮市 源道寺町１２１０ サービス JS-0003-7364

MOMI 富士宮店 富士宮市 源道寺町１２１０－１ サービス JS-0004-6675

赤池獣医科病院 富士宮市 山宮５５２－２ サービス JS-0003-6254

HairSalonRay － lar 富士宮市 小泉２１７－１０ サービス JS-0002-8007

デントリペアサクライ 富士宮市 杉田４５０ サービス JS-0004-3438

鷲山整体院 富士宮市 西小泉町２３－４　クボタビルＣ サービス JS-0003-0719

美容室 アルクール 富士宮市 前田町６９　　 サービス ZN-0003-0132

ビューティーサロンひまわり 富士宮市 大岩２５８ サービス JS-0002-8020

KIRA 富士宮市 中央町４－９　２Ｆ　 サービス SL-2000-7393

Sahara　hair 富士宮市 中央町７－３　１Ｆ　　 サービス PK-0000-7899

FELICE HAIR 富士宮市 中原町１４０　 サービス SL-2000-3846

トップスタイル 富士宮市 朝日町１９－１２　　 サービス ZN-0002-9631

美容室 ル・シード 田中店 富士宮市 田中町１８５－１３　　 サービス ZN-0003-0133

ビューティー岡本富士宮店 富士宮市 北町２－１７ サービス JS-0001-3087

ビューティーサロン 310 富士宮市 万野原新田３３２７－１６ サービス JS-0000-4586

美容室オ－クラ 野中店 富士宮市 野中町７３５　 サービス SL-2000-9002

深爪巻爪補正 men’scure 専門店建美 富士宮市 淀平町７６７－１　　 サービス ZN-0002-3265

アテネスタヂオ 富士宮市 宮町２－１０　 その他 SL-2000-0441

ペットのすずき 富士宮市 宮北町５６ その他 JS-0003-0347

おおば真珠 富士宮市 中島町４８３－７　 その他 SL-2000-6304

鳥秀 富士市 瓜島町１０８－１０３号 飲食店 JS-0004-4572

鉄板鍋とら五 富士市 瓜島町７４－１　 飲食店 SL-2000-4633

レストラン＆バー コメコメ 富士市 瓜島町９８－３ 飲食店 JS-0002-0645

アルタナカフェ 富士市 永田６７－１４　 飲食店 SL-2000-7778

回転寿司 魚磯 富士店 富士市 永田町２－６５ 飲食店 JS-0005-8084
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海郎小屋本店 富士市 永田町２－８５ 飲食店 JS-0000-8425

佐久寿し 富士市 加島町５－１３ 飲食店 JS-0001-5268

さかな処おかだ 富士市 加島町５－２ 飲食店 JS-0003-6551

Baba Looey 富士市 岩本８０９ 飲食店 JS-0005-5374

しぶや 富士市 吉原２－６－１　　 飲食店 ZN-0001-3127

海月〔クラゲ〕 富士市 吉原２－６－１４　大村ビル１ＦＤ 飲食店 JS-0005-1852

日本料理 さかぐら 富士市 吉原２－６－１５ 飲食店 JS-0000-8467

イタリアン パセリ 富士市 吉原２－６－２ 飲食店 JS-0001-7506

中華飯店 吉祥 富士市 吉原２－６－８ 飲食店 JS-0005-4481

中央駅まえ酒場笑みや 富士市 吉原４－１－５ 飲食店 JS-0002-8507

一村 富士市 吉原４－１８－６ 飲食店 JS-0001-5778

一賀久 富士市 吉原４－２－３５ 飲食店 JS-0001-3803

居酒屋 梶ちゃん 富士市 吉原４－２－７　アラビアンナイトライカ３－１－Ｈ 飲食店 JS-0004-4875

はんなり 富士市 吉原４－３－５　山大ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3255

海郎小屋吉原店 富士市 吉原４－５－１２　ホテルつるや２Ｆ 飲食店 JS-0001-8773

寿酊姫 松野 富士市 宮島３１０ 飲食店 JS-0001-4072

だんだん 富士市 御幸町１２－８ 飲食店 JS-0005-3648

BARAIR 富士市 御幸町２－２３　林店舗１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3181

日本料理 縁 富士市 御幸町４－１１ 飲食店 JS-0001-3729

酒ト飯　KOTOHA 富士市 厚原２０９２－９　伊東ビル１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-6697

佳肴季凛 富士市 厚原７６５－１ 飲食店 JS-0001-3162

マルベージャ 富士市 厚原９３３－２４ 飲食店 JS-0000-8418

レストランラ・モンテ 富士市 今泉２１８７　　 飲食店 ZN-2000-3835

精香園 富士市 今泉２３８６－３ 飲食店 JS-0000-1947

きよみず 富士市 今泉７－１－５　　 飲食店 ZN-0001-3126

信玄 富士市 松岡１１３４－９ 飲食店 JS-0002-7060

ホルモン焼肉四天王 富士市 松岡１１３５－１０ 飲食店 JS-0002-1208

小林園 富士市 松岡７５－７ 飲食店 JS-0000-0958

焼肉玉起園 富士市 森島１０２－２ 飲食店 JS-0000-4333

ヴェッキア・ランテルナ 富士市 水戸島３４４－４ 飲食店 JS-0000-2453

旬料理加とお 富士市 水戸島元町９－１６ 飲食店 JS-0000-6588

和多屋 富士市 川成新町１５２ 飲食店 JS-0000-8608

cafeseri 富士市 川成島６４３－１ 飲食店 JS-0001-9838

丸鶏 HAKOZAKI 富士市 川成島６５４－１０ 飲食店 JS-0004-5595

リストランテエカフェガバリーニ 富士市 中央町１－１０－９　Ｚａｐｐａビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5221

寿司まさ 富士市 中央町２－１０－４ 飲食店 JS-0001-5771

勢月 富士市 中之郷１２２１－１ 飲食店 JS-0002-9896

PureAile 富士市 中里１９４－２ 飲食店 JS-0000-7282

LUMBER YARD 富士市 津田９－２ 飲食店 SL-2000-2691

生ロールカフェ 富士店 富士市 伝法１６５９－３ 飲食店 SL-2001-1286

すし春 富士市 伝法７３４－２ 飲食店 JS-0004-3166

神戸家 富士市 日乃出町８５－１ 飲食店 JS-0001-7163

バーラウンジ卯 富士市 富士町１６－２０－１６３　大久保ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0597

居酒屋 太助 富士市 富士町４－１９ 飲食店 JS-0005-8093
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壱號 富士市 富士町５－１８　斎藤テナント１Ｆ 飲食店 JS-0003-4273

イタリア厨房 Seminare 富士市 富士町７－２　リープビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0168

エジンバラ 富士市 富士町８－６　栄ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0566

とりばる 羽六 富士市 富士町９－１６　旭ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2547

和 ’s dining かぐ楽 富士市 本町１０－１２　加藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6065

GRAND － DAD 富士市 本町１５－２ 飲食店 JS-0000-6927

うお鶏富士店 富士市 本町４－１１　平和本町ビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-2062

フレンチ居酒屋レスポワール 富士市 本町４－１６　　 飲食店 ZN-0001-3187

BEERJAM 富士市 本町５－４　富士駅前西ビル 飲食店 JS-0002-0554

Cafe Baroque 富士市 本町６－１　シンセアビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2542

大衆ビストロ Baroque 富士市 本町６－１　シンセアビル富士駅前１Ｆ西 飲食店 SL-2000-2352

ミルニュイ 富士市 本町７－１３　清水ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9398

そば食事処 金時 富士市 本町７－１８ 飲食店 JS-0004-5003

HAKATAYA 富士市 本町７－１９　中駿ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6753

やきとり物語 富士市 本町８－７　　 飲食店 ZN-0001-3130

大韓家 富士市 本町９－１７　岩山ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4945

イルキャンティ富士 富士市 柚木３１９－３　　 飲食店 ZN-0001-3397

一二三庵 富士市 緑町８－１１ 飲食店 JS-0000-0458

イルポンテ 富士市 蓼原９５６　フナムラビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-2268

ろばた焼さかなや 富士市 蓼原町１６４８ 飲食店 JS-0003-4148

無線ショップハマダ 富士市 瓜島町２０５ ショッピング JS-0002-0841

佐野菓子店 富士市 永田町１－１５　中村ビル１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-1726

DressDore 富士市 横割本町１１－１７　　 ショッピング ZN-0002-4170

ファッションコムあおと 富士市 横割本町１２－１６ ショッピング JS-0005-2065

内藤金物店 富士市 吉原２－４－６ ショッピング SL-2000-5184

ペンネジュ－クマルウチ 2 富士市 吉原３－４－５　　 ショッピング PK-0000-1320

ブリランティ陽光 富士市 吉原４－８－８ ショッピング JS-0001-3467

WACKY 富士市 宮島１１２８－１ ショッピング JS-0002-0869

仕立屋甚五郎 静岡アンテナハウス 富士市 宮島１４９１ ショッピング JS-0003-6332

BLACK DIAMOND 富士市 錦町１－６－３３ ショッピング JS-0004-5139

ドルチェ 富士市 厚原４７ー３　 ショッピング SL-2000-8178

KSTYLE 富士市 厚原７６－２ ショッピング JS-0001-8491

はやし屋クリ－ニング店 富士市 厚原９３７－９　　 ショッピング PK-0000-7783

秀栄商会セブン・セイル 富士市 広見西本町５－１３　　 ショッピング PK-0000-1955

ビッグヨネヤマ広見店 富士市 広見西本町８－１７ ショッピング JS-0004-0454

ラシュエットフジ 富士市 荒田島町１１－６１　　 ショッピング PK-0000-0205

沼津石材　富士店 富士市 高島町５６　　 ショッピング PK-0000-8279

原洋装店本店 富士市 今泉９－８－４１ ショッピング JS-0005-4871

ハヤブサ松岡店 富士市 松岡１１０２－１９ ショッピング JS-0001-9210

オッペン化粧品　綺楽営業所 富士市 松岡１１４４－７－Ａ棟　　 ショッピング PK-0000-8861

岩松製茶協同利用組合 富士市 松岡６９－４ ショッピング JS-0004-8161

原洋装店富士駅南店 富士市 水戸島元町１２－５ ショッピング JS-0005-4089

PortaRossa Fuji 富士市 青葉町５７２ ショッピング JS-0001-4382

Chestnuts 富士市 川成新町１９５－７　　 ショッピング PK-0000-8660
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カーテン館コンチェル富士店 富士市 川成新町２９３－５　 ショッピング SL-2001-1219

ヴォーグ 富士市 中央町１－６－１３ ショッピング JS-0003-4657

カトー・オプティカ 吉原店 富士市 中央町１－９－１３ ショッピング JS-0000-0922

山大園 本店 富士市 中央町２－５－１８　 ショッピング SL-2000-6184

ポロジョ本店〔カツマタ〕 富士市 中島３８５－６ ショッピング JS-0001-8996

ハヤブサ 伝法店 富士市 伝法２８０８－３ ショッピング JS-0000-0198

J アン 富士市 伝法３１８０－８　下山プラザ１０３ ショッピング JS-0001-4381

POSEIDONSURF ＆ SNOW 富士市 田島６５－２ ショッピング JS-0001-5727

アーク富士店 富士市 八幡町５－２４　　 ショッピング ZN-0002-6785

グレイもとおかマックスバリュ店 富士市 八幡町６－３　マックスバリュ　 ショッピング SL-2001-1774

カトー・オプティカ 比奈店 富士市 比奈１６１３ ショッピング JS-0000-0916

リール・リール 富士市 富士町１２－２３　 ショッピング SL-2001-1177

鐘鳴館富士店 富士市 富士町１３－１０　 ショッピング SL-2001-1180

シー．スリー富士店 富士市 富士町１５－１３　 ショッピング SL-2001-1179

FUZZ 富士市 富士町１６－１　中西ビル　 ショッピング SL-2000-1511

COZY 富士市 富士町１７－５ ショッピング JS-0001-4373

COZY NORTH 富士市 富士町１７－８　小泉ビル１Ｆ南 ショッピング JS-0002-3320

チーズケーキと焼菓子の店 polipoli 富士市 平垣１０９－５　アロマガーデン１Ｆ－Ｃ ショッピング SL-2000-6305

富士こうりん薬局 富士市 本市場新田５６－２４ ショッピング JS-0005-1749

グレイもとおか 富士市 本市場町１０６１　 ショッピング SL-2001-1773

ふとんのシバタ 富士市 本市場町７７３ ショッピング JS-0001-7256

宝飾・メガネ・時計ヤナセ 富士市 本町１０－２０　　 ショッピング ZN-2000-2885

ポロジョ銀座店〔カツマタ〕 富士市 本町１４－２８ ショッピング JS-0001-9052

フラワ－サロンベリ－ 富士市 本町７－１１　富士タウンビル１Ｆ東　 ショッピング PK-0000-3971

ウインドミル 87 富士市 蓼原６８－１４ ショッピング JS-0001-5351

MIWA QUEEN 富士市 蓼原町１６７３－２ ショッピング JS-0000-9890

丸産自動車工業株式会社 富士市 依田橋町１０－３ サービス JS-0001-9029

Lagu 富士市 瓜島町９３　ツインズマンションＴ－１５ サービス JS-0001-3861

T’s 富士市 久沢６７８－１ サービス JS-0001-6113

Meltin’Pot 富士市 宮島１９９－５　 サービス SL-2000-4525

Lucehair ＆ spa 富士市 錦町１－１０－３　アーバンヒルズ５－１０１ サービス JS-0001-2026

ヘアデザインアール 富士市 元町１７－６ サービス JS-0001-6431

Sweephair 富士市 御幸町３－１８　ベルメゾンミユキ１Ｆ　 サービス ZN-2000-2665

もみかる富士店 富士市 厚原７６－１９ サービス JS-0004-4978

ひかり薬局 富士市 高島町６３ サービス JS-0001-2257

hairmakeShift 富士市 国久保２－１１－４１　　 サービス ZN-2000-3025

Hair salon JAZOO 富士市 今泉１６９０－１ サービス JS-0004-1317

Mariposa 富士市 今泉１９６５－３ サービス JS-0001-6297

hairmakechocolat 富士市 松岡５７２－４ サービス JS-0000-7022

SALONDEBOO 富士市 松本１４－１ サービス JS-0001-5772

COLOR’S 富士市 水戸島１－５－７ サービス JS-0000-4548

有限会社小泉自動車工業 富士市 青島２１０－１ サービス JS-0004-1836

Relaxation RAXIA 富士市 青葉町５７２　Ｌａ′ＣＡＳＡ内 サービス JS-0004-7276

美容室 Lagoon 富士市 石坂３２３－１２　　 サービス PK-0000-2722



27 2020/9/7

［静岡県（その他の市区町村）］

加盟店名 所在地 ジャンル

naturalhair Skip 富士市 川成島２９０－５　ｔｏｔｏ２１－１０３ サービス JS-0000-3335

NUDIE 富士市 浅間上町２１－４０ サービス JS-0001-5586

有限会社オートメンテナンス 富士市 大淵２８４７－２ サービス JS-0005-4407

愛鷹自動車工業株式会社 富士市 大野新田２４４－１ サービス JS-0003-9552

横溝自動車工業所 富士市 鷹岡本町４－８ サービス JS-0002-6882

ビューティー岡本吉原店 富士市 中央町１－２－１１ サービス JS-0001-3088

ネイルサロン Hisui 富士市 中島２０９－１　 サービス SL-2000-8590

Hair Make  VANE and Co． 富士市 中島２０９－１　 サービス SL-2000-8591

クリーニングジョイス富士中島店 富士市 中島５３３－３ サービス JS-0005-6446

ミウラ・ア－ル 富士市 津田町１２８－４　　 サービス PK-0000-7865

Hair and Design GAGA 富士市 天間１８２－２　 サービス SL-2000-0961

（株）富士屋硝子店富士店 富士市 伝法１０２０－８ サービス JS-0005-2364

パソコンショップ T －テラ－富士インター店 富士市 伝法２４４４－７　　 サービス ZN-2000-2943

RHair ＆ Make 富士見台店 富士市 富士見台６－３－１　マックスバリュ富士富士見台店内２Ｆ サービス JS-0003-7246

まつげ屋 富士市 平垣本町１５－１　シャトルフジ３Ｆ サービス JS-0002-4583

douze 富士市 本市場２０８－２ サービス JS-0001-6112

オオイカメラ 富士市 本市場４２４－２ サービス JS-0000-3743

東名モーター富士株式会社 富士市 本市場４２４－９ サービス JS-0003-9550

美容室ル・シード 富士店 富士市 本市場新田５５－１　　 サービス ZN-0003-0135

ヒライモータース 富士市 蓼原１６４－５ サービス JS-0001-7164

HAIRROOM らんぷ 富士市 蓼原町１６９９　ポラリス２Ｆ－Ｃ サービス JS-0000-4355

安心堂富士店 富士市 青葉町７９　 その他 SL-2001-1422

シオサカ薬局 富士川店 富士市 中之郷１２６４－１－５　 その他 SL-2000-6251

松山写真 富士市 富士町４－１３　 その他 SL-2000-6418

ITO photostudio 富士市 平垣本町２－３　 その他 SL-2000-6628

デジタルフォトショップスマイル 富士市 米之宮町１７ その他 SL-2000-1432

清水港海山 富士山静岡空港店 牧之原市 坂口３３３６－４　富士山静岡空港３Ｆ 飲食店 JS-0004-8506

エツナ 牧之原市 松本４２６－２　　 飲食店 ZN-2000-2635

四季彩 新 牧之原市 新庄２３３３－１６ 飲食店 JS-0002-2621

くじらのせなか 牧之原市 静波１７１４－４ 飲食店 JS-0000-9424

寿しどころ 喜楽 牧之原市 地頭方９２９－４　 飲食店 SL-2000-3690

ジョイプラザ榛原店 牧之原市 細江２０２８－１ ショッピング JS-0005-0822

牧之原石材本社 牧之原市 細江４３０９－２　　 ショッピング PK-0000-0046

ハイナンスポーツ 牧之原市 静波１４６４－５ ショッピング JS-0004-9898

BROSPLUS 牧之原市 静波２２２０－２９　 ショッピング SL-2000-0695

ジャックオーシャンスポーツ静波店 牧之原市 静波２３０８－４　 ショッピング SL-2000-4911

キッチン・家庭用品 大阪屋 牧之原市 波津７０５　 ショッピング SL-2000-1654

T．F surf shop 牧之原市 片浜３３８３－２７２ ショッピング JS-0001-4278

癒し空間レ・シェスタ 牧之原市 細江１４８３－１ サービス JS-0000-3300

HAIRMAGICMODE 牧之原市 細江２７８０－２ サービス JS-0001-5762

Relation 牧之原市 静波１６９９－１７４　榛南静波ビル１０２ サービス SL-2000-4715

ペット・ワン 牧之原市 細江１１４８－１ その他 JS-0002-6760

ロワールマスダ 牧之原市 地頭方２４８－２　 その他 SL-2000-4106


