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居酒屋 倉庫 伊都郡 かつらぎ町中飯降１６６０－１ 飲食店 JS-0005-9025

そば処 幸村庵 伊都郡 九度山町九度山１４０４ 飲食店 JS-0005-3911

ベーカリーカフェ パーシモン 伊都郡 九度山町入郷５－５ 飲食店 JS-0005-4000

株式会社レストラン楊柳 伊都郡 高野町高野山４８ 飲食店 JS-0005-3905

カフェレストラン丸高 伊都郡 高野町高野山７９５　レジデンス松岡１Ｆ　 飲食店 PK-0000-5731

かつらぎ・ドライブイン 伊都郡 かつらぎ町笠田東１５０－１ ショッピング AL-0000-0014

コスメはうす  ぶどう園 伊都郡 かつらぎ町中飯降１６６１　 ショッピング SL-2000-9059

初櫻酒造 伊都郡 かつらぎ町中飯降８５ ショッピング JS-0005-3802

Orange 伊都郡 かつらぎ町妙寺４５４ ショッピング JS-0003-3241

Orange 伊都郡 かつらぎ町妙寺４８８－４ ショッピング JS-0001-5109

紀州戦国屋 伊都郡 九度山町下古沢２４４－１４　 ショッピング SL-2000-5323

はなさか・ドライブイン 伊都郡 高野町花坂６０２－１ ショッピング JS-0002-5585

カネ幸慈幸商店 伊都郡 高野町高野山７２５ ショッピング JS-0004-6484

石橋法衣店 伊都郡 高野町高野山７５７　　 ショッピング PK-0000-8479

松栄堂 伊都郡 高野町高野山７６６ ショッピング JS-0004-4189

Cafe de Donguri 伊都郡 高野町高野山７６７ ショッピング JS-0005-7433

小堀南岳堂 伊都郡 高野町高野山７８１ ショッピング JS-0005-4698

勝間屋 伊都郡 高野町高野山７８２　　 ショッピング PK-0000-2460

Saloon ＇ s Bar ＆ Cafe DAISY 海南市 岡田５９１－２　 飲食店 SL-2000-1373

安乍希海南店 海南市 日方８７４－１　　 飲食店 ZN-0002-0015

グルメガーデン ムー 海南市 名高４５３－８ 飲食店 JS-0001-4112

あさき駅前店 海南市 名高５３７－８　　 飲食店 ZN-0002-0071

酒直舗 海南市 下津町下津７８１－１３ ショッピング JS-0004-8416

ジュエリー＆ウォッチ サカモト 海南市 築地１－１　スーパーセンターオークワ１F ショッピング JS-0005-5997

駿河屋 海南店 海南市 日方１１６７－１１ ショッピング JS-0003-3523

フォーマル あづま 海南市 日方１５２１－１９ ショッピング JS-0004-7588

シキボウクリーニング 下津店 海南市 下津町丁６５－１ サービス AL-0000-0249

フナツ写真館 海南市 船尾２０１ サービス JS-0002-5041

フラット フィールド 海南市 大野中５３１－１ サービス JS-0000-4345

シキボウクリーニング 海南日方店 海南市 日方上芦原１０３０ サービス JS-0005-1659

カジュアルフレンチ BistroMonsi 岩出市 金池１２－１ 飲食店 JS-0001-2223

創作旬菜 紫陽花 岩出市 荊本４６－２ 飲食店 JS-0003-0587

食彩屋 成 岩出市 根来９３７－１ 飲食店 JS-0004-9429

肉のまるふく岩出店 岩出市 山５９４－１　　 飲食店 ZN-0001-9973

天大商店 岩出市 森１１９－１ 飲食店 JS-0000-7797

やきとり大吉根来店 岩出市 西安上４６－１　グリーンフルイガミ１Ｆ－Ｅ　 飲食店 ZN-2000-5586

さかぐら 岩出市 西野１３ 飲食店 JS-0005-1195

いちのしん 岩出市 西野１７４－１　プラザさち岩出１Ｆ－Ｃ 飲食店 JS-0000-9933

CONTE ＆ COFFEEs 岩出市 西野３５３－１　 飲食店 SL-2000-8168

フレンチレストラン アミューズ 岩出市 中黒４３２－７ 飲食店 JS-0005-9716

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック
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ひろ 岩出市 中島５７２－１６　中島貸店舗１Ｆ 飲食店 JS-0001-6949

ごちそう iZAKAYA 和伊もん 岩出市 中島６３９－４ 飲食店 JS-0001-5687

炭炭岩出店 岩出市 中迫２０１－１　　 飲食店 ZN-0001-9843

魚菜八風岩出店 岩出市 中迫２７９－５　　 飲食店 ZN-0002-0050

iLLo 岩出市 森１２３－４　夢空間ビル第３　１Ｆ－１　 ショッピング ZN-0002-4588

有限会社 インテリア トクナガ 岩出市 西野１８０－４　 ショッピング SL-2000-7141

ブティック SYLPH 岩出市 西野２１１－１　ランデックス恵１Ｆ　 ショッピング SL-2000-3563

駿河屋 岩出店 岩出市 西野２５ ショッピング JS-0003-3524

宝石・メガネ・時計 辻本 岩出市 相谷５－３ ショッピング JS-0005-6803

MRK garage 岩出市 中島７６３ ショッピング JS-0002-6948

リーガス 岩出店 岩出市 中迫１３２－７ ショッピング JS-0000-2491

あんず かばん 岩出市 中迫１４７　ミレニアシティ１F ショッピング JS-0005-2505

コフリ 岩出店 岩出市 中迫１４７　ミレニアシティ岩出店１Ｆ ショッピング JS-0001-7872

総本家駿河屋岩出中迫店 岩出市 中迫５６２－１ ショッピング JS-0004-6641

酒のねごろっく 岩出市 畑毛４９ー１　 ショッピング SL-2000-8854

松牛 岩出市 野上野３５－６０ ショッピング JS-0001-1742

シキボウクリーニング 荊本店 岩出市 荊本２４－１ サービス JS-0005-1621

cierto．．． 岩出市 高１０８－１　朝川ビル１Ｆ中央　 サービス ZN-0003-0711

シキボウクリーニング 工場店  岩出市 高塚４３３－３ サービス AL-0000-0247

spesSHIMA 岩出市 根来５－１　　 サービス ZN-0002-7431

anfy of hair 岩出市 山１００５－３　　 サービス ZN-0003-0072

美容室 PARADISE 岩出市 西安上２０７ サービス JS-0002-3187

ACRI 岩出市 西野３５３－４　シンコウビル１Ｆ サービス JS-0002-0888

ZEAL STAGE － 5 岩出市 曽屋３５１－４ サービス JS-0000-8145

St．Misto 岩出市 相谷９－１　アペックスビル１Ｆ　　 サービス ZN-0003-0641

Hair Alive Maki 岩出市 中黒２８２－２ サービス AL-0000-0112

シキボウクリーニング 中黒店 岩出市 中黒５４６ サービス JS-0005-1614

OBRADEARTE 岩出市 中黒５５０－３０　　 サービス ZN-0002-7424

プレジール SHIMA 岩出市 中黒５７９－７　第２中黒テナントＢ　 サービス ZN-0003-0071

スズキ販売岩出 岩出市 中島８３９－１ サービス JS-0001-5596

HAiRNAiLBeaute 岩出市 尼ヶ辻５４－１　　 サービス ZN-0003-0639

てんとう虫岩出店 岩出市 北大池１２０－２　　 サービス ZN-2000-4892

トリニティアニマルクリニック 岩出市 堀口４４－１ サービス JS-0003-1340

マリンハウス 岩出店 岩出市 中迫１５６ その他 SL-2000-4325

焼肉一八 紀の川市 貴志川町神戸７６７－２ 飲食店 JS-0002-1198

寿司海鮮料理 さかなや 紀の川市 貴志川町北山５０７－１ 飲食店 JS-0003-6422

あしたの家族 紀の川市 深田７２－１ 飲食店 SL-2001-1060

のらや打田店 紀の川市 中井阪２１５－２ 飲食店 JS-0005-9928

桃の木 紀の川市 嶋１４２－１　　 飲食店 ZN-2000-0357

きもの りんか オーストリート店 紀の川市 下井阪５９７ ショッピング JS-0001-3323

町のじてんしゃ修理屋さん貴志川店 紀の川市 貴志川町丸栖９５５－２ ショッピング JS-0001-4739

公立那賀病院売店 紀の川市 打田１２８２ ショッピング JS-0005-3744

ブックマーケット 打田店 紀の川市 打田１３５６ ショッピング JS-0005-6925

フジケン 紀の川市 花野８３－３６　　 サービス ZN-2000-4390
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GRACE 紀の川市 貴志川町上野山２２０－１ サービス JS-0003-1326

崇菜 橋本市 隅田町垂井２２７－１ 飲食店 JS-0003-9021

Cafe ＆ Grill にしき 橋本市 原田４８５－１ 飲食店 JS-0005-1946

遊食飲ゆかわ倶楽部 橋本市 高野口町伏原２４５－４　　 飲食店 PK-0000-2171

喫茶軽食ゲストハウス 橋本市 高野口町伏原８８０－１　 飲食店 SL-2000-1677

和食とくさ 橋本市 小原田３５５　 飲食店 SL-2000-2555

天大商店 橋本店 橋本市 神野々３９１－２ 飲食店 JS-0003-0518

御菓子司　金澤寿翁軒 橋本市 高野口町名倉７５７　　 ショッピング PK-0000-8762

ベルプラス橋本店 橋本市 妻２－２－２５　スーパーセンターオークワ橋本店 ショッピング JS-0001-7077

（株）松谷仏具店 本店 橋本市 妻２－２－３５ ショッピング JS-0005-1548

GIFTINGHOUSE 彩里 橋本市 東家１－２－２５　サンライズビル１Ｆ－１０４Ｃ　 ショッピング ZN-0002-6280

シキボウクリーニング 橋本東店 橋本市 隅田町下兵庫５１８ サービス JS-0005-1720

ebii 橋本市 胡麻生３６５－９ サービス JS-0004-6454

central 橋本市 御幸辻２５２－５　　 サービス ZN-0003-0653

高野口動物病院 橋本市 高野口町伏原１８５－１ サービス JS-0001-5107

co．R hair 橋本市 高野口町伏原２－１０ サービス JS-0002-6561

Genesis grande 橋本市 市脇１－５－１　 サービス SL-2000-8615

ラ マルク 橋本市 神野々６３３－１ サービス JS-0003-7750

シキボウクリーニング 松源橋本店 橋本市 東家１－１６６－１ サービス AL-0000-0250

encle hair salon 橋本市 東家１－２－６　テラオカビル１Ｆ サービス JS-0004-9535

食堂プチ 御坊市 薗２９９－５ 飲食店 JS-0001-2383

うまかもん山葵 御坊市 薗３３９－４ 飲食店 JS-0001-3686

居酒屋けんさん 御坊市 薗３５０－２４　　 飲食店 ZN-0001-9978

金龍御苑 御坊市 薗５１４－１０ 飲食店 JS-0002-1479

咲吉 御坊市 湯川町財部１１３８－３ 飲食店 JS-0001-6487

お食事処 たまき 御坊市 湯川町財部２１８－５ 飲食店 JS-0001-4376

BAMBU 御坊市 湯川町財部６６４－８　 飲食店 SL-2000-1122

鳥好 18 御坊市 湯川町財部９３７－１７　　 飲食店 ZN-0001-9917

一代ホルモン物語 御坊市 湯川町小松原６０２－２０ 飲食店 JS-0001-6684

旬菜 kitchen 一楓 御坊市 湯川町小松原６３２－１ 飲食店 JS-0003-5113

メガネの富士 御坊市 薗３０１－２　 ショッピング SL-2000-9740

大谷呉服店 御坊市 薗４９５ ショッピング JS-0003-1805

そのてつロマンシティ店 御坊市 湯川町財部１８１　ロマンシティ御坊１Ｆ ショッピング JS-0005-4527

メディカルステーションそのてつ薬局 御坊市 湯川町財部６３６－２ ショッピング JS-0005-4822

紅屋 御坊市 湯川町財部８１１－２ ショッピング JS-0004-8681

茶葉とコーヒー豆もりかわ御坊店 御坊市 藤田町吉田５８１－１ ショッピング JS-0005-8693

HAIRSALoNTHENAKED GBO 御坊市 薗４３２　 サービス SL-2001-0704

ロハスサロン ANGIE はなれ 御坊市 湯川町財部５１５－１　　 サービス ZN-0003-0658

なんかい薬局 御坊市 湯川町財部７１７－１ サービス JS-0002-8848

カラオケエリア デュオ 御坊市 湯川町小松原６３２ エンターテインメント JS-0001-9703

くすり上道 御坊市 藤田町藤井１８７２　 その他 SL-2001-0163

熊野の味処 味斗 新宮市 横町１－１－９ 飲食店 JS-0000-1333

ひょうたん 新宮市 横町１－３－１７　　 飲食店 ZN-2000-1687

居酒屋 ふくたろう 新宮市 佐野１－１１－６９ 飲食店 JS-0003-5284
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笑食居酒屋 つむぎ家 新宮市 春日２－１２ 飲食店 JS-0004-4873

徐福寿司 駅前店 新宮市 徐福２－１－９ 飲食店 JS-0002-6515

まな家ダイニング 新宮市 新宮３４４３－１ 飲食店 JS-0005-1774

和の食彩古城 新宮市 神倉４－３－１８　　 飲食店 ZN-0002-0061

快 新宮市 仲之町３－２－１６　　 飲食店 ZN-2000-2064

清家 ばる 新宮市 馬町２－１－３　ＪＰビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5990

楽酒居酒屋 BORABORA 新宮市 浮島１－２４　　 飲食店 ZN-0001-9993

居酒屋 成 新宮市 野田３－７ 飲食店 JS-0001-7301

総本家めはりや 新宮市 薬師町５－６　 飲食店 SL-2000-9068

心楽 本館 新宮市 緑ヶ丘１－１－３４ 飲食店 JS-0004-0785

焼肉大門 新宮市 緑ヶ丘２－１－２　司空ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-5412

マナヤ 新宮市 緑ヶ丘２－１－２８ 飲食店 JS-0003-1024

鍋とバール 鶯屋 新宮市 緑ヶ丘３－３－２２　フォルテ新宮２Ｆ 飲食店 JS-0004-9517

JIJI 新宮市 下田１－８－４７　　 ショッピング ZN-2000-7408

Burnside 新宮市 橋本２－１４－３３　 ショッピング SL-2000-0705

zakka　shop　KONOKA 新宮市 橋本２－１４－３３　　 ショッピング PK-0000-8820

ジュエリーセキネ 南紀店 新宮市 佐野３－１１－１９ ショッピング JS-0003-3419

日比野建材店 新宮市 神倉１－７－３ ショッピング JS-0004-0025

熊野物産神倉本店 新宮市 神倉２－８－１１ ショッピング JS-0005-4921

ANTIQUES 新宮市 蜂伏３－４０ ショッピング SL-2000-5641

フリーク 新宮市 蓬莱２－５－１ サービス JS-0003-9769

初代 鶏和 西牟婁郡 上富田町岩田２８３９－２ 飲食店 JS-0003-9650

ベイベリーカフェ 西牟婁郡 上富田町朝来３８７１　　 飲食店 ZN-2000-5671

焼肉 たつみや 西牟婁郡 上富田町朝来６６３－６ 飲食店 JS-0003-8366

和ん 西牟婁郡 白浜町１３５６－３　１Ｆ 飲食店 JS-0004-7305

レストランサカクラ 西牟婁郡 白浜町１３９２－３　 飲食店 ZN-0002-0014

ピッツァ・チーズ料理の店 美砂家 西牟婁郡 白浜町１４０５－１ 飲食店 JS-0004-8096

紬カフェ 西牟婁郡 白浜町２９２７－１７０４　のんびれっじ白浜１Ｆ 飲食店 SL-2000-1790

白熊 西牟婁郡 白浜町３３０８－３ 飲食店 JS-0002-8496

くろしおマルシェ 西牟婁郡 白浜町３３０９－２３　銀座ビル３２１ 飲食店 SL-2000-3957

白浜 KappouKawanishi 西牟婁郡 白浜町５１１－１　　 飲食店 ZN-0002-0013

焼き肉家 西牟婁郡 白浜町堅田２０９６－１ 飲食店 JS-0002-7825

四季の郷 遊楽 天空のリゾート四季 西牟婁郡 白浜町堅田２３９９－３ 飲食店 JS-0005-7357

たつのや 西牟婁郡 白浜町日置１２０３ 飲食店 JS-0005-6710

福田タイヤ商会 西牟婁郡 上富田町生馬１１５６ ショッピング JS-0000-1059

［HC］エコー上富田 西牟婁郡 上富田町朝来２４５０－１ ショッピング JS-0001-8383

㈱福菱  ～ Kagerou Cafe ～ 西牟婁郡 白浜町１２７９－３　 ショッピング SL-2000-2496

キノスの樹 西牟婁郡 白浜町１４１７－１１ ショッピング JS-0004-4647

福亀堂三段店 西牟婁郡 白浜町２９２７ ショッピング SL-2001-0437

ARTE SEIKO 西牟婁郡 白浜町３３１２－２ ショッピング JS-0004-0584

エルマ－ル 西牟婁郡 白浜町７５４ ショッピング PK-0000-1256

エルマールダイビングスクール 西牟婁郡 白浜町７５４ ショッピング SL-2001-0882

シキボウクリーニング 工場店 西牟婁郡 上富田町朝来１２９３－１ サービス JS-0005-1617

シキボウクリーニング 白浜店 西牟婁郡 白浜町８９０－２０ サービス JS-0005-1695
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サウンドスペース フリッパー 西牟婁郡 白浜町２４０６ エンターテインメント JS-0002-0949

株式会社ナカウチデンキ 西牟婁郡 上富田町朝来３２６－１８５ その他 SL-2000-4327

たきもと 田辺市 下万呂４７７－１ 飲食店 JS-0001-6506

フランス食堂　chilo 田辺市 上の山１－５－１２　ハイツエ－ス１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6345

海鮮れすとらん 勘八屋 田辺市 新庄町２９２６－１５ 飲食店 JS-0005-2275

ステーキテキサス 田辺市 新庄町３０６７－２８　 飲食店 SL-2000-6253

創作ダイニング 饗 田辺市 天神崎７－２４ 飲食店 JS-0003-7391

和楽 田辺市 文里１－１８－１８ 飲食店 JS-0003-2675

廻鮮心鮨 田辺市 宝来町１０－１６ 飲食店 JS-0002-1459

くまのこ食堂 田辺市 本宮町本宮４５２－１　 飲食店 SL-2000-4776

囲酒 和屋 田辺市 湊１１５９－６　マリオットプラザ１Ｆ 飲食店 JS-0002-8409

居酒屋 喰感 田辺市 湊１１８４－２６　１Ｆ 飲食店 JS-0001-4718

炙り屋 海炎 田辺市 湊１３－３ 飲食店 JS-0003-7918

エビス 田辺市 湊２－１３－１０１ 飲食店 JS-0005-0652

一期一会 田辺市 湊３－１４ 飲食店 JS-0003-8165

simon 志門 田辺市 湊９－７　雨風倶楽部１Ｄ 飲食店 JS-0002-8548

もんぺとくわ 田辺市 龍神村西２５８ 飲食店 JS-0005-3674

南和歌山医療センター病院売店 田辺市 たきない町２７－１ ショッピング JS-0005-3837

南和歌山レストランビアン 田辺市 たきない町２７－１ ショッピング JS-0005-4340

株式会社大塔ダイハツ 田辺市 鮎川５９７－１２１ ショッピング JS-0004-6871

ジュエリー工房 carat 田辺市 稲成町３１６５　パビリオンシティＡ館１Ｆ ショッピング JS-0000-4050

エル 田辺市 稲成町３１６５　パビリオンシティＢ館１Ｆ ショッピング JS-0000-1183

コフリ 田辺店 田辺市 稲成町新江原３１６５　パビリオンシティ田辺店Ｂ館２Ｆ ショッピング JS-0002-3334

2ND SECTION 田辺市 栄町４３－２ ショッピング JS-0001-8821

〔HC〕ニューエイコーデンキ 田辺市 下屋敷町９０－２　榎本ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-3736

スポーツ ツボ井 田辺市 高雄２－１４－１７　 ショッピング SL-2000-7327

鉄馬ファクトリー 田辺市 秋津町７６４－１０ ショッピング JS-0002-6788

五代庵 田辺店 田辺市 上の山１－９－３ ショッピング JS-0000-1893

紀州 石神邑 田辺市 上芳養３９１ ショッピング JS-0000-3796

自転車生活 Touch ！ マエダ自転車店 田辺市 上万呂４１４ ショッピング JS-0000-6164

紀南病院売店 田辺市 新庄町４６－７０ ショッピング JS-0005-4607

トレジャーマーケット 田辺市 東山２－３１－７ ショッピング JS-0005-0188

茶葉とコーヒー豆もりかわ 田辺市 南新町１６８ ショッピング JS-0005-8546

たな梅本店 田辺市 福路町３９ ショッピング JS-0005-4081

丸三呉服店 田辺市 北新町８　　 ショッピング ZN-2000-0805

ほしかや陶器 田辺市 本町３８ ショッピング JS-0005-4782

ほしかや陶器 田辺市 本町３８　 ショッピング SL-2000-9356

セリエ 田辺市 湊７０３ ショッピング JS-0002-0415

ジュエル フクダ 田辺市 湊９－１２ ショッピング JS-0001-8589

シキボウクリーニング 下万呂店 田辺市 下万呂５７６－１ サービス JS-0005-1652

ヘアーメイク・ディテール 田辺市 下万呂５７８－１－Ａ サービス JS-0004-9776

Lien 田辺市 秋津町９６－７　 サービス SL-2000-5167

シキボウクリーニング 元町店 田辺市 上の山２－１５－５１ サービス JS-0005-1674

ペットショップ アトムはうす 田辺市 新庄町１５６４－８　 サービス SL-2000-0839
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シキボウクリーニング 新万店 田辺市 新万７－１ サービス JS-0005-1606

シキボウクリーニング 西銀座店 田辺市 中屋敷町１１－１ サービス JS-0005-1683

シキボウクリーニング グルメシティ万呂店 田辺市 中万呂１０８－１ サービス JS-0005-1686

シキボウクリーニング 東山店 田辺市 東山１－１０－１０ サービス JS-0005-1657

ビケット 田辺市 湊２４－１ サービス JS-0003-4586

カラオケ コンシェルジュ 田辺店 田辺市 新庄町２７４４－８ エンターテインメント JS-0000-3669

コンシェルジュ 田辺店 田辺市 新庄町２７４４－８ エンターテインメント JS-0005-8247

味三昧 田辺本店 田辺市 下屋敷町１－５６　 その他 SL-2000-9970

RemoVA 田辺店 田辺市 本町６３ その他 SL-2000-5995

シャディサラダ館田辺湊本通り店 田辺市 湊２４－６　 その他 SL-2000-3460

カラオケボックスチェリーチェリー田辺店 田辺市 湊２－５　ＳＫビル１Ｆ その他 JS-0004-8924

焼肉 樹樹 東牟婁郡 串本町串本１７５４－８ 飲食店 JS-0003-5413

レストラン サンドリア 東牟婁郡 串本町串本２５０５ 飲食店 JS-0003-9514

料理「萬口」 東牟婁郡 串本町串本４２－１７ 飲食店 JS-0000-8087

焼肉ダイニング和 東牟婁郡 那智勝浦町築地３－３－７ 飲食店 JS-0005-7726

DIVE KOOZA 東牟婁郡 串本町古座９３２－５　 ショッピング SL-2000-2431

小倉家 東牟婁郡 那智勝浦町築地４－２－４ ショッピング JS-0004-9428

Mouton Kid’s 東牟婁郡 那智勝浦町朝日２－３３ ショッピング JS-0000-0327

犬の美容室 FREESIA 東牟婁郡 那智勝浦町朝日３－３０　 サービス SL-2000-2435

成味寿司 日高郡 日高町萩原８６３－６ 飲食店 JS-0002-1993

［HC］エコーみなべ 日高郡 みなべ町芝４９１－７ ショッピング JS-0001-8537

梅いちばん 南部店 日高郡 みなべ町埴田１５４０ ショッピング JS-0005-2232

有限会社 谷口商店 日高郡 みなべ町南道５２　 ショッピング SL-2000-9719

国立和歌山病院売店 日高郡 美浜町和田１１３８ ショッピング JS-0005-4134

シキボウクリーニング みなべ店 日高郡 みなべ町東吉田２３５－１ サービス JS-0005-1678

川瀬モータース 日高郡 日高町志賀３９２－４ サービス JS-0002-9419

CSK － 2nd 日高郡 美浜町田井４２６－５ サービス JS-0004-1870

loco． 日高郡 美浜町和田５４５－１ サービス JS-0000-4845

朝日楼 日高郡みなべ町 埴田１５８９－２ 飲食店 AD-0000-0381

酒膳 林屋 有田郡 有田川町水尻３８１ 飲食店 JS-0001-1304

炉ばた茶屋 有田郡 有田川町野田５０９－１　　 飲食店 ZN-2000-2011

紀の国ガーデン 有田郡 広川町広６４８ ショッピング JS-0005-7138

ケーキハウス カンパーニュ ミツムラ 有田郡 湯浅町栖原９８－１ ショッピング JS-0003-6278

おしゃれ雑貨 タケナカ（タケナカ国道店） 有田郡 湯浅町湯浅２３２８　 ショッピング SL-2000-3093

メンズ アプティ 有田郡 湯浅町湯浅２３６４－１　双苑ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-4744

コフリ 湯浅店 有田郡 湯浅町湯浅川久保１８５２　オークワユピア湯浅店１Ｆ ショッピング JS-0001-7804

タイヤガーデン ウイングタイヤ 有田郡 有田川町小島３５８ ショッピング JS-0000-0683

ワイモバイル 有田吉備 有田郡 有田川町水尻７０６－１ ショッピング JS-0002-6474

シキボウクリーニング 湯浅店 有田郡 湯浅町湯浅１６５８－１ サービス AL-0000-0248

目ヂカラ LAB 有田郡 有田川町水尻７８　 サービス SL-2000-1915

食楽東家 有田郡 有田川町下津野１１１８－２　 その他 SL-2000-7245

キノイズム 有田市 糸我町中番１７３－１ 飲食店 JS-0003-4256

OHANA 有田市 古江見６３－４ ショッピング JS-0002-4999

メガネのヤマシタ 有田市 新堂１０－３　オークワ箕島店１Ｆ ショッピング JS-0000-4261
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アコモファーム紀州 有田市 箕島１３４７－１ ショッピング SL-2000-1436

シキボウクリーニング 箕島店 有田市 箕島７２１－１ サービス JS-0005-1692

さかせ 有田市 山田原２２９　 その他 SL-2000-4637

フォトスペース 箕島店 有田市 箕島７２１ー１　スーパー松源　箕島店内 その他 SL-2000-8743

フレンチレストラン パリゴー 和歌山市 榎原３２１－２ 飲食店 JS-0000-5649

肉奉行 Plus 和歌山市 岡円福院東ノ丁１９－２　アダージョ 飲食店 JS-0002-3269

Osteriailpagliaccio 和歌山市 岡山丁３５　坂田ビル１Ｆ西側　　 飲食店 ZN-2000-4985

田舎茶屋 や万志多 和歌山市 岡山丁５８ 飲食店 JS-0000-2837

魚菜八風 和歌山市 岡山丁８４　仙石ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9866

創作割烹橋本 和歌山市 岡織屋小路１４－１　　 飲食店 ZN-0001-9889

旬歓喜なかむら 和歌山市 岡南ノ丁２６　　 飲食店 ZN-0001-9930

笑園～ EDEN ～ 和歌山市 屋形町２－５　みきまちガーデンハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0001-6000

笹一紀ノ川店 和歌山市 梶取２０－２　　 飲食店 ZN-2000-6852

旨肴 素楽笑 和歌山市 寄合町３２　シティハイツ城北１０１ 飲食店 JS-0002-7612

割烹しまもと 和歌山市 吉田３６６　　 飲食店 ZN-0001-9797

Lescale 和歌山市 吉田３７８　ホワイトハウス館１Ｆ 飲食店 JS-0003-1498

創作串揚 94 和歌山市 吉田４６５　グレースロワ１Ｆ 飲食店 JS-0000-7178

肉バル YUJIRO 和歌山市 吉田６０２　ヤマイチプラザ１Ｆ 飲食店 JS-0001-7891

すみやきや浩 和歌山市 吉田６８６　北川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2779

酒肴 蓮 和歌山市 吉田６８６　北川マンション１Ｆ－１０３ 飲食店 JS-0002-4917

美食酒家 紅 和歌山市 吉田７８３　三友マンション１Ｆ 飲食店 JS-0002-8592

Nan － Too － Kanall あげあげ 和歌山市 吉田８６６　リバートーンビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5177

中国酒家 くうくう 和歌山市 元寺町２－１３ 飲食店 JS-0003-0586

炭火さらい 和歌山市 元寺町５－５５　浦野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0875

四季旬菜 しみず 和歌山市 元寺町西ノ丁５ 飲食店 JS-0000-8474

ここいろ 和歌山市 元寺町南ノ丁３５ 飲食店 JS-0002-5192

肉のまるふく 和歌山市 狐島３５７－３　　 飲食店 ZN-0001-9962

インド料理シカール和歌山店 和歌山市 向１６７－１　　 飲食店 ZN-0001-9966

和飾 義三 和歌山市 広道２０　第一田中ビル１０２　 飲食店 SL-2001-0021

エスパニョール ケン ガ バル 和歌山市 広道２０　田中ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2195

ちゃんこ居酒屋 たら福 和歌山市 弘西３１３　サンシャイン北川 飲食店 JS-0001-0025

魚料理 中村 和歌山市 杭ノ瀬１３４－２ 飲食店 JS-0005-3578

とり酒場みつぼし 和歌山市 黒田２－１－１８　第２ヒラタパーク１０１　 飲食店 ZN-0001-9871

焼肉 たなか 和歌山市 黒田２－１－１８　第２平田パークハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0004-5702

味処 三ハ波 和歌山市 黒田２－１－２５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0034

櫻の都 和歌山市 黒田２－１－２９　　 飲食店 ZN-2000-7271

串揚一丁 和歌山市 黒田２－２－４　リエス和歌山駅前 飲食店 JS-0001-7604

鶏つみれ鍋と旨い酒水谷 和歌山市 雑賀屋町東ノ丁６７　朝比奈ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0046

地魚・和食キッチン おぎん 和歌山市 雑賀町１２７ 飲食店 JS-0002-7777

ジャン 雑賀町本店 和歌山市 雑賀町８ 飲食店 JS-0000-8888

炭火焼肉・ホルモン 七八 築地店 和歌山市 雑賀町８３ 飲食店 JS-0003-8889

まるくま本舗 和歌山市 次郎丸６０－４ 飲食店 JS-0000-9006

銀平本店 和歌山市 十一番丁２２　　 飲食店 ZN-0001-9859

株式会社一橋庵 和歌山市 十二番丁３３ 飲食店 JS-0003-2926
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中心屋 母家 和歌山市 十二番丁６０　デュオ丸の内１Ｆ 飲食店 JS-0005-5562

キッチンキャミ－ 和歌山市 十番丁５９　ライオンズマンション十番丁１０２ 飲食店 SL-2000-9008

和粋彩 いずみ 和歌山市 十番丁５９　ライオンズマンション和歌山十番丁１０３ 飲食店 JS-0003-8661

Enotolia 和歌山市 十番丁６６　メゾン１０番丁１Ｆ 飲食店 JS-0001-1616

USHIMARU 和歌山市 匠町４４－１　　 飲食店 ZN-2000-1936

創作鉄板居酒屋たっちゃんち 和歌山市 小雑賀６６６－１　　 飲食店 ZN-0001-9942

銀白亭 和歌山市 松江１４６９－１　ガーデンパーク和歌山２Ｆ 飲食店 JS-0003-1186

タムノス・樹 和歌山市 松江７５９－３　　 飲食店 ZN-0001-9943

与太郎 松江店 和歌山市 松江北７－１－２６ 飲食店 JS-0000-4145

焼肉 啓 和歌山市 上三毛９４５－１ 飲食店 JS-0001-4100

きたの 和歌山市 新中通４－２５　リベラルパレス大新栗栖ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6372

天翔 和歌山市 新通５－３６ 飲食店 JS-0001-8830

ブルローネ 和歌山市 新内２０　サンプラザ１０Ｆ 飲食店 JS-0002-4028

Amuni 和歌山市 西ノ店１７　ニシノタナノ．ビルディング１Ｆ 飲食店 JS-0001-5070

紀南しょらさん酒場 すず音 和歌山市 西仲間町１－４１　ヤマイチプラザ１０１ 飲食店 JS-0001-7248

焼肉酒場 牛和歌 和歌山市 西浜４５２－１０　１Ｆ 飲食店 JS-0001-5055

CafedeBallon 和歌山市 太田１－１１－１３　ＯＥビル１Ａ　 飲食店 PK-0000-1977

焼鳥三星 和歌山市 太田１－１２－１０　　 飲食店 ZN-0001-9924

炭火焼肉なのはな 和歌山市 太田１－１２－３１　　 飲食店 ZN-0002-0026

赤鶏と紀州鴨の食べ処 楽－ Gaku － 和歌山市 太田１－１４－１１　２Ｆ 飲食店 JS-0003-5611

天っ晴れホルモン 和歌山市 太田１－４－１３　　 飲食店 ZN-0002-0062

炭火やきとり新太郎 和歌山市 太田１－６－１３　駅前第一ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9907

中華バル 錦斗雲 和歌山市 太田２－８－１４ 飲食店 JS-0001-5022

YAKITORI 鳥ふじ 和歌山市 太田２－８－１５ 飲食店 JS-0002-8879

とっちゃん 和歌山市 太田２－８－１５ 飲食店 JS-0004-5088

焼鳥 りょう 和歌山市 太田２－８－５ 飲食店 JS-0002-6219

ステーキハウスリオ 和歌山市 鷹匠町４－３８　鷹匠町テナント１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4580

炭炭梅原店 和歌山市 中２９６－３　　 飲食店 ZN-0001-9842

musica cafe 和歌山市 中５７３－１９ 飲食店 JS-0004-5106

ilRitrovo 和歌山市 中５９１－４５ 飲食店 JS-0001-5900

焼鳥の鉄人アイアンバード 和歌山市 中ノ店北ノ丁１６　　 飲食店 ZN-0001-9816

鰻割烹・炭火焼鳥 心艶 和歌山市 中之島１１３０　サンハイツ中之島１Ｆ 飲食店 JS-0001-4577

雷花 和歌山市 中之島２２６７　ファインビルＱ２Ｆ 飲食店 JS-0001-6623

笹一向之芝店 和歌山市 中之島２２７９　ヤマイチＰＬＡＺＡ向之芝ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6853

和牛焼肉にしやん 和歌山市 田尻５３２－１ 飲食店 JS-0001-2224

マルタケ鶏店 和歌山市 田中町４－１２４ 飲食店 JS-0002-8374

KEMUKEMUFARM 和歌山市 田中町５－４－１　　 飲食店 PK-0000-2030

旬の光田 和歌山市 東紺屋町８２　シティガーデン１Ｆ 飲食店 JS-0001-5006

カッツェ 和歌山市 東蔵前丁３２ 飲食店 JS-0001-0407

韓式鍋酒処コリ庵 和歌山市 東鍛冶屋町１９ 飲食店 ZN-2000-7390

タイ料理 タサニー 和歌山市 東仲間町１－３３－１ 飲食店 JS-0003-4369

FUN ＋ Zero 和歌山市 東長町９－３ 飲食店 JS-0002-4218

中華料理喜楽 和歌山市 南材木丁３－３２　テラダビル　 飲食店 ZN-2000-2911

鉄板ダイニング灼庵 和歌山市 南材木丁３－５９ 飲食店 JS-0001-2620
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銀平 匠 和歌山市 南汀丁２　コートミギワ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9103

La Bloom 和歌山市 畑屋敷円福院西ノ丁１０　フラワーロード１８－２Ａ 飲食店 JS-0002-0614

海鮮屋台虎丸水産 和歌山市 畑屋敷円福院東ノ丁１３　　 飲食店 ZN-0001-9968

Barbera 和歌山市 畑屋敷雁木丁２４　パークピア畑屋敷１Ｆ 飲食店 JS-0000-0383

DiningBarY’s 和歌山市 畑屋敷千体仏丁１７　馬鈴署館２Ｆ 飲食店 JS-0001-2727

本格焼肉 職肉屋 和歌山市 畑屋敷千体仏丁２１－２　ヴィラ・デステ１Ｆ 飲食店 JS-0002-5381

魁楽 もりかわ 和歌山市 畑屋敷袋町３ 飲食店 JS-0002-9002

キッチンダルマ 和歌山市 畑屋敷端ノ丁４０　　 飲食店 ZN-0002-0035

イットコ ホルモン 和歌山市 畑屋敷中ノ丁９　ルーセント畑屋敷１－１Ｆ 飲食店 JS-0001-8467

GFC 香港スタイル飲茶レストラン和歌山店 和歌山市 畑屋敷東ノ丁２２ 飲食店 JS-0004-2251

まごころの味 海老一統 和歌山市 畑屋敷兵庫ノ丁１５－１ 飲食店 JS-0003-2924

焼鳥 よつ葉 和歌山市 美園町２－５ 飲食店 JS-0003-5507

美食空間 香 和歌山市 美園町３－４－１　グランメール１－Ｃ 飲食店 JS-0003-2779

ぽんぽこりん 和歌山市 美園町４－４９ 飲食店 JS-0000-3586

Stylish cafe ＆ bar LET 和歌山市 美園町４－６９－７　美園テナント１Ｆ 飲食店 JS-0003-1813

ぢどり亭 JR 和歌山駅前店 和歌山市 美園町４－７０ 飲食店 JS-0005-4938

YAKITORIDining 三星 和歌山市 美園町４－７０　　 飲食店 ZN-0001-9870

与太郎 JR 和歌山駅前店 和歌山市 美園町４－７０　武田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4146

NAPOLI 和歌山駅前 和歌山市 美園町４－７５ 飲食店 JS-0003-1808

炭火笑酒屋五縁 和歌山市 美園町５－１２－１１　イサオビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9885

料理えびす 和歌山市 美園町５－３－４　　 飲食店 ZN-0002-0031

可口楽 和歌山市 美園町５－４－９　伊江島ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1852

浜焼太郎和歌山駅前店 和歌山市 美園町５－９－２　ユーコムビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2710

Kappo CUOCO 和歌山市 福町３４　リビエール福町Ａ－０１ 飲食店 JS-0001-6369

福家 和歌山市 北ノ新地２－１５　　 飲食店 ZN-2000-4069

季咲楽 和歌山市 北ノ新地２－２１　ワンダーランドパート２－１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9935

四季魚菜御料理おかざわ 和歌山市 北ノ新地榎丁７　　 飲食店 ZN-0001-9795

はんぶん 和歌山市 北ノ新地下六軒丁１７ 飲食店 JS-0002-4205

魚玄 和歌山市 北ノ新地下六軒丁１７ 飲食店 JS-0004-2493

笑園～ EDEN ～・・・はなれ 和歌山市 北ノ新地下六軒丁８　中嶋ビル１F 飲食店 JS-0005-0769

かき惣 和歌山市 北休賀町８　　 飲食店 ZN-0001-9887

きりく 和歌山市 北新４－３ 飲食店 JS-0005-6669

豚かつ串揚げ 湧禅 和歌山市 北新５－１５ 飲食店 JS-0004-2635

お食事処 紅うさぎ 和歌山市 北新金屋丁６７　カナヤガーデン１Ｆ右 飲食店 JS-0001-7060

スタミナ軒 和歌山市 北島３９０－２２ 飲食店 JS-0004-9051

地鶏＆ホルモン 彩どり亭 和歌山市 堀止西１－２－６ 飲食店 SL-2000-3052

イタリアンダイニング バベーネ 和歌山市 本町２－１　フォルテワジマ７Ｆ 飲食店 JS-0000-0205

肴みむら 和歌山市 万町６　　 飲食店 ZN-0001-9873

海鮮せいろ蒸し 勝浦 和歌山市 湊４５－１　 飲食店 SL-2000-9539

与太郎 県庁前店 和歌山市 湊通丁南１－６ 飲食店 JS-0000-4144

DiningBar kuroneko 和歌山市 鳴神１０５１－１ 飲食店 JS-0004-1898

インド料理専門店クシュクシュ　鳴神 和歌山市 鳴神１２２０－３　　 飲食店 PK-0000-6516

鉄板焼 さかぐら 和歌山市 毛見１１３１－１２ 飲食店 JS-0005-1369

メルセデス ベンツ和歌山 キュッヒェ 和歌山市 毛見１５３５－５ 飲食店 JS-0003-2516
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和心 石橋 和歌山市 友田町２－１　ルナシスビル１０１ 飲食店 JS-0003-2628

おふくろの味 あがた 和歌山市 友田町２－５２ 飲食店 JS-0002-2087

うし丸 和歌山市 友田町２－６５　かぶとビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7136

焼肉 たちばな 和歌山市 友田町２－７５ 飲食店 JS-0000-7496

和飲処みつ晴 和歌山市 友田町２－８２　　 飲食店 ZN-0002-0045

Dining bar KENZO 和歌山市 友田町２－８６　ＡＳＡビルズ１Ｆ 飲食店 JS-0005-0300

万両 和歌山市 友田町３－５４ 飲食店 JS-0000-1467

ホルモン酒 BAR 燦 和歌山市 友田町３－７５　　 飲食店 ZN-0002-0069

宴屋 和歌山市 友田町４－１１１－１　中野ビル１Ｆ・２Ｆ 飲食店 JS-0001-8980

弁慶和歌山店 和歌山市 友田町４－１１４　今川第一ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2067

しゃぶしゃぶ黒八戒 和歌山市 友田町４－２５　田中ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1555

銀平 駅前店 和歌山市 友田町４－８８　　 飲食店 ZN-0001-9860

望屋 和歌山市 雄松町３－１８－１６　　 飲食店 PK-0000-6614

炭炭六十谷店 和歌山市 六十谷１０２３－１　グリーンプラザ六十谷　 飲食店 ZN-0001-9861

七つの月の夢 和歌山市 和歌浦東２－８－２５ 飲食店 JS-0003-0118

ワークショップ三和紀ノ川店 和歌山市 栄谷１７９－３　　 ショッピング ZN-0002-5301

駿河屋 六十谷店 和歌山市 園部１４０６－３ ショッピング JS-0003-3526

［HC］エコー園部店 和歌山市 園部１４２９－１ ショッピング JS-0001-8300

R ＆ Co．Priority6 和歌山市 屋形町１－２－１　　 ショッピング ZN-0002-6710

ジェネリック デザイン 和歌山市 関戸５－７－１４ ショッピング SL-2000-9147

プペ IKEDA 和歌山市 紀三井寺５３６ ショッピング JS-0004-8518

小山刃物店 和歌山市 吉田４７８　 ショッピング SL-2000-1410

花かんざし 和歌山市 吉田７８５ ショッピング JS-0000-2517

オオミヤ和歌山本店 和歌山市 栗栖７５５－１　 ショッピング SL-2000-1088

ペットショップ ひだか 和歌山市 元寺町１－２２ ショッピング JS-0004-9612

LILAS 和歌山市 元寺町１－６６　山本ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6296

Home 和歌山市 元寺町２－２５ ショッピング JS-0004-2095

テニス＆バドミントン  ミキスポーツ 和歌山市 元寺町４－１１　 ショッピング SL-2000-4592

SELECT SHOP 凛 和歌山市 元寺町５－２　モリモトビル１Ｆ ショッピング JS-0000-4957

町のじてんしゃ修理屋さん和歌山店 和歌山市 元寺町５－４６－１　森本ビル１Ｆ－３ ショッピング JS-0001-4802

MAHALO 和歌山市 黒田１０２－３　アリスト１Ｆ ショッピング JS-0000-6967

けいと屋ニコル 和歌山市 砂山南２－７－１２ ショッピング SL-2000-5067

さんまや 和歌山市 雑賀崎７６２ ショッピング JS-0004-7113

正視堂眼鏡店 和歌山市 雑賀町５７－２　卜部ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-0860

マダム大河内 和歌山市 三沢町３－８－２　三沢第９団地１－１０ ショッピング JS-0001-4767

酒やの鍵本 和歌山市 手平１－４－２６ ショッピング JS-0005-7008

アトリエ オクムラ 和歌山市 秋葉町１２－１　コーポ愛宕山１０１ ショッピング JS-0003-5938

町のじてんしゃ修理屋さん大浦街道店 和歌山市 舟津町３－１０－３ ショッピング JS-0001-4745

済生会和歌山病院売店 和歌山市 十二番丁４５ ショッピング JS-0005-3828

駿河屋 駿河町本舗 和歌山市 駿河町１２ ショッピング JS-0003-3602

三和国体道路店 和歌山市 小雑賀２１２－４　　 ショッピング ZN-0002-5300

LIME．INC セントラルシティ和歌山店 和歌山市 小雑賀８０５－１　セントラルシティ和歌山　 ショッピング ZN-0002-4583

総本家駿河屋本社工場小倉店 和歌山市 小倉２５ ショッピング JS-0004-1620

コフリプラス 和歌山店 和歌山市 新生町７－２０　イズミヤ和歌山店１Ｆ ショッピング JS-0005-7488
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コフリ 和歌山店 和歌山市 新生町７－２０　イズミヤ和歌山店２Ｆ ショッピング JS-0005-7482

いまぶん 和歌山市 新大工町３　　 ショッピング ZN-2000-1640

LEGAL 和歌山市 新通７－２７　 ショッピング SL-2000-7456

Ailes D’or 和歌山市 新内１ ショッピング JS-0001-7641

リーガス 東和歌山店 和歌山市 吹屋町４－３４－１ ショッピング JS-0000-2490

レヴドーレ 和歌山市 西高松１－５－３４ ショッピング JS-0004-9720

GREEN　HENGE 和歌山市 西仲間町２－１５　和歌山第一ビル１Ｆ－１０２　 ショッピング PK-0000-8809

こうしん堂 和歌山市 太田１－１３－８　エヌ・アイ・シービル１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1470

中家青果 和歌山市 太田５６８ ショッピング JS-0005-0433

Brilliant Balloon 和歌山市 中之島１６０７ ショッピング JS-0001-8829

ドリーム えがわ店 和歌山市 中之島８８０－３ ショッピング JS-0004-7896

ルーディーズ 和歌山市 中野３１－１ ショッピング JS-0005-1074

エコ PARKS 和歌山市 中野３１－１　パームシティ和歌山１Ｆ ショッピング JS-0001-0925

ジュエリーセキネ パームシティ店 和歌山市 中野３１－１　パームシティ和歌山１Ｆ ショッピング JS-0003-3420

クレイジーダンス 和歌山店 和歌山市 中野３１－１　パームシティ和歌山１Ｆ ショッピング JS-0003-7796

駿河屋 高松店 和歌山市 東高松２－１－２０ ショッピング JS-0003-3521

COF 和歌山市 東鍛冶屋町２５　ファミリー館ロイヤル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4584

弁当家 花笑味 和歌山市 東長町６－２０　セイワビル１Ｆ ショッピング JS-0001-7438

町のじてんしゃ修理屋さん 内原店 和歌山市 内原８６７－１ ショッピング JS-0001-8728

プラザコンタクト 和歌山店 和歌山市 美園町５－１２－１　水了軒ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-4124

セイント 和歌山市 美園町５－３－６　リバティハイツ美園町１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4593

株式会社南川自動車 和歌山市 布施屋３２７－１ ショッピング JS-0002-3757

かわしま 和歌山市 福町２４ ショッピング JS-0000-3257

シェーンビッテノィ 和歌山市 北ノ新地榎丁１５　　 ショッピング ZN-0002-5591

TAX 紀ノ川 大橋店 和歌山市 北島３２５－５ ショッピング JS-0000-2822

Piacere 和歌山市 堀止西１－１－５ ショッピング JS-0000-7439

CLASSY AND FABULOUS 和歌山市 本町１－４３　和歌山京橋ビル１Ｆ－Ｂ ショッピング JS-0004-6737

ハマノスポーツ 和歌山市 本町３－７ ショッピング JS-0004-0144

BOUTIQUEJoyeux 和歌山市 万町１８　中谷ビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-2000-1589

Gallery ＆ Cafe AQUA 和歌山市 満屋１８６－７　 ショッピング SL-2000-0363

花安アバロ－ム　紀の国店 和歌山市 湊通丁北２－１－２　　 ショッピング PK-0000-8576

タバタ薬局 和歌山市 毛見１１０３－４ ショッピング JS-0004-7054

西中商店 和歌山市 六十谷１８０－５５　 ショッピング SL-2000-9396

アロマ セリノ 和歌山市 和歌浦東３－２－２３ ショッピング JS-0000-0606

アースレンタカー 和歌山市 栄谷１４７－２ サービス JS-0002-0651

シキボウクリーニング 園部店 和歌山市 園部８５３－５ サービス JS-0005-1725

シキボウクリーニング 栄谷店 和歌山市 延時１０－１ サービス JS-0005-1676

有限会社服部鈑金塗装 和歌山市 下和佐５７－４ サービス JS-0004-9266

レオ動物病院 和歌山市 寄合町９ サービス JS-0003-3799

hairmakemieux 和歌山市 古屋１０４－１　グリーンフル垣内１０２　 サービス ZN-0003-0646

花えみ動物病院 和歌山市 狐島３５６－１ サービス JS-0002-8902

LUCIA 和歌山市 向７０－５　貴志コーポ１Ｆ サービス JS-0001-3904

SELFESTEEM 和歌山市 黒田２６１－２　HIRATANORTH １０２ サービス JS-0003-3257

ヘアーメイク・アトレ 和歌山市 黒田９３－１　メゾンクロダ１０５ サービス JS-0000-3271
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DERE － DIR piece 和歌山市 今福１－１０－１１　石原ビル１Ｆ　 サービス JS-0005-9007

デレディール ピエス 和歌山市 今福１－１０－１１　石原ビル１Ｆ　 サービス SL-2000-6119

ぶらくりじてんしゃ 和歌山市 雑賀町３７　　 サービス ZN-0002-6460

Asri 和歌山市 三葛２８５－９　　 サービス ZN-0002-7423

ペルソナビューティ倶楽部メゾン三沢 和歌山市 三沢町３－４３－５　 サービス SL-2000-9935

カットハウスエルフェ 和歌山市 市小路１２２－２　Ｋアパルトマン２　１１３ サービス SL-2000-6430

ダイワロイネットホテル和歌山 1 和歌山市 七番丁２６－１　モンティグレ３Ｆ写真室　 サービス PK-0000-2367

NU － NU hair salon 和歌山市 秋月４６８－８　プライムパーク秋月５ サービス JS-0001-5089

PhotoStudioCLio 京橋本店 和歌山市 十二番丁３５ サービス JS-0004-2370

Hair design Lien 和歌山市 出口中ノ丁３３　Ｍビル１Ｆ サービス JS-0002-4783

＆ 和歌山市 小雑賀３－６－９　ＷＡＪＩＭＡ小雑賀マンション１Ｆ　 サービス SL-2000-8923

ピーチ調剤薬局 和歌山市 小松原通４－３０　小松原丸岩ビル１Ｆ－１０２ サービス JS-0001-7683

hair ＆ make DOZEN 和歌山市 小松原通４－３５－２ サービス JS-0001-7138

hair make lonlo 和歌山市 神前１５９－１ サービス JS-0005-8667

BARBERSHOPBRINQUEDO 和歌山市 吹屋町２－３０　　 サービス ZN-2000-4732

アストル 和歌山市 西高松１－２－１５ サービス JS-0005-1052

石丸動物病院 和歌山市 西庄２７４－１０８ サービス JS-0004-7141

HAIR DESIGN LUZ 和歌山市 西仲間町２－４－８　エーエイビル１Ｆ サービス JS-0000-7920

ガラッジ 和歌山市 西浜８９７－１７ サービス JS-0005-9078

シキボウクリーニング 善明寺店 和歌山市 善明寺４１０ サービス JS-0005-1668

hair Needs 和歌山市 相坂５９８－４ サービス JS-0005-7110

SEE’S 和歌山市 太田１－６－１３　駅前第１ビル１Ｆ サービス JS-0000-2990

votre alamode 和歌山市 太田２－１４－１１　スカイヴィラ太田１０２ サービス JS-0001-0892

AVANCE 和歌山店 和歌山市 太田３－１－２５　　 サービス ZN-0003-0662

クロス動物病院 和歌山市 大谷３７６－１ サービス JS-0004-7827

AZUMA 2nd 和歌山市 中２０２ サービス JS-0000-1818

ベアハグ和歌山店 和歌山市 中楠谷５７３　イオンモール和歌山２Ｆ サービス JS-0003-1957

Hair Space CHAIR 和歌山市 中之島１９３５－２ サービス JS-0003-9209

favori 和歌山市 中之島３５６－１５ サービス JS-0001-8405

キウイ調剤薬局 和歌山市 直川３７５－１ サービス JS-0004-4822

有限会社田尻自動車 和歌山市 田尻４３９－２ サービス JS-0004-7544

K’sneutral 和歌山市 島崎町３－１　　 サービス ZN-0003-0073

hair’s Lusty 和歌山市 湯屋谷６８－３ サービス JS-0002-1137

おいかわ整骨院 和歌山市 内原９４１－４　エクセル２－１０２ サービス JS-0002-4619

ニコニコレンタカー 和歌山納定店 和歌山市 納定５１－７１ サービス JS-0000-9712

a cote 和歌山市 美園町２－１１ サービス JS-0002-3716

美容室 ワタナベ 和歌山市 美園町４－８８ サービス JS-0001-0218

アトラージュベル 和歌山市 美園町５－３－６　リバティハイツ美園２Ｆ サービス JS-0000-7682

サラームつじ美容室 和歌山市 美園町５－４－１７　 サービス SL-2000-0851

ミニョンアイラッシュデザインサロン和歌山 和歌山市 美園町５－７－４ サービス SL-2000-0252

シキボウクリーニング けやき通り店 和歌山市 坊主丁２６ サービス JS-0005-1666

美容整体サロン Smile 和歌山市 北島４５３－１　コンプラベルデ１－２Ｆ サービス JS-0004-3224

Sunmego Nail 和歌山 和歌山市 北島４５３－１　コンプラベルデⅡ－１Ｆ　 サービス SL-2001-1457

Vivencia 和歌山市 北島４６８－８　　 サービス ZN-0003-0645
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丸山鍼灸整骨院 B・B・flowers 店 和歌山市 本町２－３７　ＵＥＤＥビル１Ｆ サービス JS-0002-4139

シキボウクリーニング 本町店 和歌山市 本町４－６１ サービス JS-0005-1689

LindoHAIRRelux 和歌山市 万町２５　フューチャー本町１０３　 サービス ZN-0002-7285

rivet hair ＆ antique 和歌山市 湊１－１２－２１ サービス JS-0000-9815

Doglife PAW 和歌山市 湊１３７３－１ サービス JS-0005-1776

シキボウクリーニング 大浦店 和歌山市 湊４５－１ サービス JS-0005-1681

美容室 DASSE 和歌山市 湊５－１３－１６ サービス JS-0000-1981

アモーレ 本店 和歌山市 毛革屋丁５　ときわビル サービス JS-0004-5844

有限会社三光自動車 和歌山市 毛見１１２４－４ サービス JS-0004-7084

hair design KOHNO 和歌山市 柳丁４４ サービス JS-0004-2723

トータルプロデュース PAZAM 和歌山市 友田町４－１１０ サービス JS-0001-4966

シキボウクリーニング JR 和歌山駅前店 和歌山市 友田町４－１６ サービス JS-0005-1604

合同会社セブンワンスリー 和歌山市 友田町４－１６　吉田ビル２Ｆ サービス JS-0005-9624

山植美容室 和歌山市 友田町５－４３ サービス JS-0004-7796

有限会社前山鈑金 和歌山市 有本４１７－１３ サービス JS-0003-0033

株式会社 JIN    hairdoctorsalon JIN 和歌山市 里５－１　 サービス SL-2000-3216

Un 和歌山市 六十谷２２６－１５　カハールＭ１Ｆ サービス JS-0001-4882

わかアニマルクリニック 和歌山市 和歌浦中２－１－１２ サービス JS-0002-5089

ナカザワ自動車 和歌山市 和佐中２７６－１ サービス JS-0002-9530

サウンドフラッシュ 和歌山小雑賀店 和歌山市 小雑賀６３５－２ エンターテインメント JS-0002-1004

カヌープロショップ エディー 和歌山市 塩屋５－５－４７　 その他 SL-2000-1192

プラスワン和歌山本店 和歌山市 手平２－５－４３　 その他 SL-2000-9951

フォトスペース 神前店 和歌山市 神前３７６ー５　 その他 SL-2000-8742

株式会社 マリンルーム オオタ 和歌山市 築港６－１７ その他 SL-2000-5361


