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29cafeKIRAKU 寒河江市 寒河江塩水７１ 飲食店 SL-2000-0053

焼肉ムサシ 寒河江市 幸町１－３５　フロイデビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8201

和ダイニング 遊季 寒河江市 南町２－３－５ 飲食店 JS-0002-9919

酔美處ろばた 寒河江市 南町３－２－３０ 飲食店 JS-0003-8563

酔美處ろばた宴会場 寒河江市 南町３－２－３０ 飲食店 JS-0003-8564

さがえ紀の代 寒河江市 落衣前２－４ 飲食店 JS-0004-4606

煎餅工房 さがえ屋 本店 寒河江市 越井坂町１００ ショッピング JS-0002-7100

株式会社花泉 寒河江市 高田３－１８８ ショッピング JS-0001-9129

かもだ酒店 寒河江市 柴橋８６１－６ ショッピング JS-0004-8522

めがねのコバヤシ 寒河江店 寒河江市 中央１－１３－３６ ショッピング JS-0002-6241

はんこの仁藤印房 寒河江市 本町３－１１－９ ショッピング JS-0003-9588

カモタ晶美堂 寒河江市 本町３－７－１ ショッピング JS-0002-3970

HairChoiceforREAL 寒河江市 ほなみ１－４－１５ サービス JS-0000-7546

hug・mu 寒河江市 ほなみ３－１０－２４ サービス JS-0001-6677

元町どうぶつ病院 寒河江市 元町３－４－１ サービス JS-0001-0674

美容室パザパ寒河江店 寒河江市 高田２－４－１０ サービス JS-0002-1900

酒専門店たかしま屋 寒河江市 小沼町５－１　 その他 SL-2000-0420

ホーヤマヤデンキ 最上郡 金山町金山４１５ ショッピング JS-0005-1719

家具のおだ 最上郡 真室川町新町１２９－１ ショッピング JS-0005-0794

株式会社おかしの平和堂 最上郡 真室川町新町１２９－５　 ショッピング SL-2000-8088

カネヤマ商店 最上郡 大蔵村大字南山５０６－３ ショッピング JS-0005-4957

ムッシュサトウ 山形市 あこや町３－１６－３０ 飲食店 JS-0004-7167

マグダレンカ 山形市 下条町２－４－１６ 飲食店 JS-0000-9830

やきとり酒場 とり幸 山形市 花楯２－２－２０ 飲食店 JS-0005-7077

焼肉さくら久保田店 山形市 久保田２－８－３５ 飲食店 JS-0004-1706

中華料理 東龍花 山形市 五十鈴１－１－３５ 飲食店 JS-0005-9269

もつ焼串山形肉問屋センター 山形市 幸町１－４　　 飲食店 ZN-0001-4051

KAZU 山形市 幸町５－２　　 飲食店 ZN-0001-3946

焼肉 直木屋 山形市 江南２－１０－１７　　 飲食店 ZN-0001-3699

養老乃瀧山形江俣店 山形市 江俣２－１３－９ 飲食店 JS-0003-1286

焼肉ももちゃん 山形市 江俣５－４－８ 飲食店 JS-0005-0962

いっこ寿司 山形市 香澄町１－１０－１ 飲食店 AD-0000-0671

居酒屋さる家山形駅前店 山形市 香澄町１－１０－１　山形サンプラザ朝日ビルＢ１F 飲食店 JS-0006-0016

炙 山形市 香澄町１－１１－１４　唐津ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1106

居酒屋マンナ 山形市 香澄町１－１１－８　４Ｆ 飲食店 JS-0004-5399

ぶどう酒食堂バッカナール 山形市 香澄町１－１１－８　本田第二ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5530

RICCO 山形市 香澄町１－１５－３１　さくらビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7427

冷麺さくら 山形市 香澄町１－１６－３４　山形駅前東口交通センター２Ｆ 飲食店 JS-0005-0009

B － 1 居酒屋 なおチャン 山形市 香澄町１－１８－１２　ホテルイーストワンＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-2002

清寿司 山形市 香澄町１－４－３　開沼ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4067
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HideoutBarB1 山形市 香澄町１－４－５　マルイビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-6455

もつ鍋一酔 山形市 香澄町１－４－６　　 飲食店 ZN-0001-4126

じゃいあん食堂駅前店 山形市 香澄町１－４－７　清野ビル 飲食店 JS-0001-6837

チャーリー ブラウン 山形市 香澄町１－５－１　大宝ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3923

焼肉くろげ 山形市 香澄町１－５－１０　　 飲食店 ZN-0001-3537

クール 山形市 香澄町１－５－１５　佐藤ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4069

和風肉料理 佐五郎 山形市 香澄町１－６－１０　２Ｆ 飲食店 JS-0002-6164

BINIBINI パブアンドレストラン 山形市 香澄町１－６－１０　佐五郎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5133

ブルーマーケット本店 山形市 香澄町１－６－５　２Ｆ 飲食店 JS-0004-9265

ブルーマーケットブラザーズ 山形市 香澄町１－６－６　第一白樺ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4947

麺 ’s 居酒 BARDonDonTei 山形市 香澄町１－７－６　花笠ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5959

クワイエット カフェ 山形市 香澄町１－８－８　第一ビル　２ＦーＡ　 飲食店 SL-2000-5655

旬彩和食ひとさじ 山形市 香澄町１－８－８　第一ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4713

焼き鳥とりとぶた 山形市 香澄町１－９－１０　２Ｆ 飲食店 JS-0003-7122

山形 1971 山形市 香澄町２－１－１　七栄ビル１Ｆ北テナント　 飲食店 ZN-2000-5433

エノテーカ 山形市 香澄町２－１－１　七栄ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9829

肴菜や くに蔵 山形市 香澄町２－１１－１ 飲食店 JS-0005-8811

旬香わかしょう 山形市 香澄町２－１１－２ 飲食店 JS-0005-8565

なごみ処一縁 山形市 香澄町２－１１－２　　 飲食店 ZN-0001-4146

森の季 山形市 香澄町２－１－２１　　 飲食店 ZN-0002-4210

オリエンタルバルヤマガタ 山形市 香澄町２－１－４　土井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4311

フェニックス 山形市 香澄町２－２－１　大久保ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5427

サイドウェイ 山形市 香澄町２－３－３６　山田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8908

和食 たまゆら 山形市 香澄町２－５－２ 飲食店 JS-0005-7162

お好み鉄板酒家 好きやねん 山形市 香澄町２－５－２　七栄ビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-6265

火輝 極 山形市 香澄町２－５－３ 飲食店 JS-0002-1427

串焼き神社 山形市 香澄町２－６－１　栗原ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3912

鉄板焼神室 山形市 桜町２－３９　　 飲食店 ZN-2000-3218

七輪焼肉ももたろう 山形市 桜田東２－３－３４　　 飲食店 ZN-0001-4158

マリンルージュ 山形市 山形県山形市香澄町１－９－１７　武田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0222

山形蕎麦の焔藏山寺店 山形市 山寺４２７３－１ 飲食店 JS-0004-2254

ふもとや レストラン 山形市 山寺４４２９ 飲食店 JS-0003-7109

ふもとや 山形市 山寺４４２９ 飲食店 JS-0003-7121

美登屋 山形市 山寺４４９４－５ 飲食店 JS-0003-9673

CafeHIMALAYARestaura 山形市 七日町１－２－４２　　 飲食店 ZN-2000-2407

創食厨房 なかなか 山形市 七日町１－４－２６ 飲食店 JS-0003-6146

Fruits Plaza 山形市 七日町２－１－１７　Ａ＆Ｃ－１Ｆ 飲食店 JS-0005-8276

SPACE 天 山形市 七日町２－３－１　共栄ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2910

まぐろ亭いのまた 山形市 七日町２－３－１３　ホーユービル　２Ｆ 飲食店 SL-2000-9689

居酒や牧場 うまや 山形市 七日町２－３－１４　ホーユービルＦ 飲食店 JS-0001-5410

レストラン パ・マル 山形市 七日町２－３－１６　ミカドビル 飲食店 JS-0003-9585

R 山形市 七日町２－４－１２　仲野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5081

BAR Sea Drop 山形市 七日町２－４－１８　 飲食店 SL-2000-8215

夜 the 藏 山形市 七日町２－４－１８　ＹＴ七番館１０２ 飲食店 JS-0004-4434
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料理 れんがや 山形市 七日町２－４－３ 飲食店 JS-0005-9173

すたんど割烹いし山 山形市 七日町２－５－１０ 飲食店 JS-0002-5577

甲比丹 山形市 七日町２－７－２５　芝田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3654

焼肉居酒屋すてーじカキ 山形市 七日町２－７－３３ 飲食店 JS-0000-0819

food ＆ barKABURETTA 山形市 七日町２－７－３８　カジュアルＳプラザ１－Ｂ 飲食店 JS-0002-1670

美酒佳肴はしもと 山形市 七日町３－２－２４　ＹＴ３－ビル１Ｆ－１－Ａ 飲食店 JS-0001-1690

河島 山形市 七日町３－２－２５　北斗ビル１Ｆ－Ｂ　 飲食店 ZN-0001-3602

キムさんの韓国酒場 2 山形市 七日町３－２－３　セロビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5285

Tipicafe 山形市 七日町３－３－２ 飲食店 JS-0001-7819

酒蓋屋けん 山形市 七日町３－３－３９　大黒屋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1043

FOOD ＆ BAR JAM 山形市 七日町４－１０－２ 飲食店 JS-0000-8209

てんぷら キハチ 山形市 七日町４－１０－２１ 飲食店 JS-0000-0226

てんぷらきはち 山形市 七日町４－１０－２１ 飲食店 JS-0005-8075

浜なす分店 山形市 七日町４－６－７ 飲食店 JS-0003-6547

いる・くぉ～れ 山形市 若宮３－３－４ 飲食店 JS-0004-6398

DRAGONCAFE 山形市 寿町１８－２５ 飲食店 JS-0000-5669

美味心舗三の丸 山形市 十日町１－１－３５　リモージュ２１ビル　 飲食店 ZN-2000-2563

定食居酒屋炭火焼 のり八 山形市 十日町１－７－３１　大原マンション１Ｆ 飲食店 JS-0005-9506

魚の玄武 山形市 十日町４－１－６　遠藤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3694

山形おしょうしな総本店 山形市 十日町４－２－２　　 飲食店 ZN-0001-3579

旬菜酒場虎龍 山形市 十日町４－２－４　寿ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6075

カフェレストラン JURI 山形市 十文字１５９１ 飲食店 JS-0005-8864

焼肉ハウス玄海本店 山形市 城西町２－６－２７　　 飲食店 ZN-2000-0262

焼肉木村家－和－ 山形市 城西町５－３０－５ 飲食店 JS-0003-2846

魚いち分店 山形市 城南町１－９－１２　　 飲食店 ZN-0001-3813

ジェラテリア アガーレ 山形市 城南町２－７－５ 飲食店 JS-0005-5582

蕎麦地鶏料理はなび 山形市 成沢西２－８－２７ 飲食店 JS-0005-5435

ホルモン居酒屋てんま分店 山形市 双葉町２－１－７１ 飲食店 JS-0002-0308

桃園 山形市 蔵王温泉１８８　　 飲食店 ZN-0001-3825

ミツバチガーデンカフェ 山形市 蔵王半郷５７８－１９ 飲食店 JS-0004-9246

庭園喫茶錦 山形市 蔵王半郷５７８－５ 飲食店 JS-0004-9245

山形県立中央ビアンモール 山形市 大字青柳１８００ 飲食店 JS-0005-4459

和食 お食事処 ゆず 山形市 大手町８－１５ 飲食店 JS-0002-9187

昭和ホルモン亭 山形嶋店 山形市 嶋北２－２２－３ 飲食店 JS-0002-0271

北海道レストラン別邸嶋北店 山形市 嶋北２－５－７８－１ 飲食店 JS-0005-9673

ロイヤルインドレストラン山形店 山形市 嶋北２－５－７８－２ 飲食店 JS-0004-0377

韓国焼肉処 かん乃 山形市 南栄町１－２－２８ 飲食店 JS-0000-3301

ワイルドグリル 山形市 南三番町６－１５　マックスバリュエキスプレスＳＣ内 飲食店 JS-0005-9152

楓庵 山形市 八森２９ 飲食店 JS-0005-4417

志鎌園八日町本店 山形市 八日町１－１－３１ 飲食店 JS-0004-4165

クロ・ド・シャルム 山形市 飯田３－７－５２ 飲食店 JS-0002-6762

山形の肉そば屋 山形市 富の中４－１－２１ 飲食店 JS-0005-5439

味処 のろ川 山形市 平久保４０－１ 飲食店 JS-0005-8010

串蔵 みつる 山形市 本町１－４－３０ 飲食店 JS-0005-3455
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大衆酒場ござった 山形市 本町１－４－３１　今泉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9489

やまがた旬彩れんげ草 山形市 本町２－４－６　　 飲食店 ZN-0002-4211

山形一寸亭 山形市 薬師町２－１７－２ 飲食店 JS-0005-5456

味の園 山形市 旅篭町１－８－１１ 飲食店 JS-0005-4777

創食厨房 橋本屋 山形市 旅篭町２－２－２５　カメリアコート 飲食店 JS-0002-7986

ふぐ料理麒麟 山形市 旅篭町３－３－２８ 飲食店 JS-0003-5417

CYCLE TRASH 山形市 旅篭町３－５－３７　１Ｆ 飲食店 SL-2000-1017

北海道レストラン 山形店 山形市 篭田３－９－２５ 飲食店 JS-0004-4436

鮓 八千代 山形市 六日町６－２６ 飲食店 JS-0002-9181

タケダ花店 山形市 あこや町１－２－１１　 ショッピング SL-2000-6851

あおば調剤薬局 山形市 あこや町２－６－１２ ショッピング JS-0005-8835

シェ ミオ みはらしの丘店 山形市 みはらしの丘２－５－１ ショッピング JS-0003-7425

オーリーグラシス 山形市 やよい２－１－４７　ダイヤ４５　やよい１Ｆ ショッピング SL-2001-0510

株式会社吉田カメラ二口橋新本店 山形市 円応寺町２２－８ ショッピング JS-0000-3789

ソフトバンク 山形南 山形市 吉原１－１５－２６ ショッピング JS-0003-7396

山形米の専門店 尾形米穀店 山形市 宮町４－２４－３　 ショッピング SL-2000-9398

フラワーギフトモトキ 山形市 江俣３－１７－３１ ショッピング JS-0005-8954

佐五郎 山形市 香澄町１－６－１０ ショッピング JS-0002-6163

靴のタキタ 山形市 香澄町２－２－１　大久保ビルＢ１F ショッピング JS-0001-4940

レディースショップアリスヤマコー店 山形市 香澄町３－２－１　山交ビル２Ｆ ショッピング JS-0003-8184

篠田総合病院売店 山形市 桜町２－６８ ショッピング JS-0005-4228

有）北庄武田酒店営業所 山形市 山家町２－４－４３ ショッピング JS-0004-5951

えんどう本店 山形市 山寺４２８４ ショッピング JS-0003-7562

商正堂 山形市 山寺４４３７ ショッピング JS-0004-0544

CREA ABE 山形市 七日町１－２－３９　アズ七日町１Ｆ ショッピング JS-0002-5044

栗の実洋品店 山形市 七日町１－２－５６　　 ショッピング ZN-0002-5838

長門屋 山形市 七日町１－４－１２ ショッピング JS-0004-4102

ワコールガーデン 山形店 山形市 七日町２－１－８　イイナス北１Ｆ ショッピング JS-0003-2899

赤門 山形市 七日町２－２－１ ショッピング JS-0005-8407

香月苑 山形市 七日町２－５－５ ショッピング JS-0003-2229

ウイークエンダーズ 山形市 七日町２－５－９ ショッピング JS-0005-6542

汽水域 山形市 七日町２－６－１３ ショッピング JS-0003-5513

リバイバル 山形市 七日町２－７－４２ ショッピング JS-0002-5343

まる芋 山形市 七日町２－７－４３　虹の街 ショッピング JS-0005-8319

FlyingBeats．inc 山形市 七日町２－７－４３　虹の街　 ショッピング SL-2000-0736

結城屋 山形市 七日町２－７－６ ショッピング JS-0005-5801

ガランス 山形市 七日町３－２－３３　ヨシノヤビルＥ ショッピング JS-0003-8335

あうる 山形市 七日町３－２－３３　吉野家ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-7769

まちの雑貨屋　chottofutt 山形市 七日町３－２－８　　 ショッピング PK-0000-8207

ヴィヴィットコレクション 山形市 漆山１６３１－５ ショッピング JS-0005-3736

煎餅工房 さがえ屋 山形南店 山形市 若宮２－１１－６ ショッピング JS-0002-7101

三益堂 山形市 十日町１－３－２２ ショッピング JS-0004-6935

haconiwa 山形市 十日町２－５－６ ショッピング JS-0004-0118

蔵膳屋 山形市 十日町３－１０－１ ショッピング JS-0004-5532
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optic オオツキ 山形市 十日町３－２－４ ショッピング JS-0004-7996

山形フクヤ 山形市 十日町４－１－３ ショッピング JS-0005-5618

パークサイドフローリスト 山形市 十日町４－１－７ ショッピング JS-0004-1827

BISCUIT RECORDS 山形市 十日町４－３－１３　２Ｆ　 ショッピング SL-2000-6432

スクワット　山形店 山形市 十日町４－３－１４　　 ショッピング PK-0000-8650

エスト中央店 山形市 小立１－２－１ ショッピング JS-0005-1355

峯田電器あかねヶ丘店 山形市 上町４－１４－１１ ショッピング JS-0005-2004

ジョアン 山形市 城南町３－４－１８ ショッピング JS-0004-6395

デ・テラッセ 山形市 深町１－４－２３ ショッピング JS-0005-9295

洋菓子の工房シェ・ミオ 山形市 成沢西２－８－１ ショッピング JS-0005-6236

ラモール 山形市 青田５－３－６ ショッピング JS-0004-2057

リサイクルショップハローズ 工具館 山形市 青田南５－２６ ショッピング JS-0002-4258

株）タイヤショップ出羽             山形市 千手堂８５－７ ショッピング AD-0000-3698

まるしち商店 山形市 蔵王温泉９５５－９ ショッピング JS-0004-4057

ホ－プ薬局　嶋南店 山形市 嶋南３－５－２０　　 ショッピング PK-0000-8554

アトリエ ジェムカフェ 山形市 嶋北１－２０－３０　 ショッピング SL-2000-1549

パティスリーミルスリール 山形市 東青田２－９－２ ショッピング JS-0002-9979

エニタイムフィットネス山形南館店 山形市 南館５－４－２３ ショッピング JS-0005-8801

カスカワスポーツ 山形市 南原町２－１１－１ ショッピング AD-0000-0632

カスカワスポーツ 山形市 南原町２－１１－１ ショッピング SL-2000-1633

さくらコンタクト 山形市 南原町２－７－４４ ショッピング JS-0000-4071

ベーカリーアンドカフェ メリメロ 山形市 飯田３－１－１０ ショッピング JS-0003-2272

Rana 山形市 飯田西４－４－１７　ほなみビルＣ１０３ ショッピング JS-0000-8862

有限会社エービーエス 山形市 桧町３－１１－３３ ショッピング JS-0002-7481

琥珀堂ぐっと山形店 山形市 表蔵王６８ ショッピング JS-0004-6854

La Jomon 山形市 平清水２１０ ショッピング JS-0003-9441

青龍窯 山形市 平清水５０－１ ショッピング JS-0004-6957

サロン・ラ・ナチュール 山形市 本町１－３－１５ ショッピング JS-0000-1871

三浦人形店 山形市 本町２－３－２２ ショッピング JS-0005-3632

フィッシングストアザッコヤ 山形市 木の実町２－２１　　 ショッピング ZN-2000-1383

愛犬の美容とホテルパル 山形市 木の実町９－４ ショッピング JS-0004-1741

エニタイムフィットネスセンター山形薬師町 山形市 薬師町１－１６－１０ ショッピング JS-0003-6881

酒井洋品店 山形市 薬師町２－１－１２ ショッピング JS-0005-9143

三澤商事株式会社 ショールーム 山形市 流通センター３－５－３　 ショッピング SL-2000-9385

小嶋源五郎本店 山形市 旅篭町１－１２－３８ ショッピング JS-0003-6149

めん工房さかい 山形市 緑町４－２５－１７ ショッピング JS-0004-5287

印役接骨療院 山形市 印役町１－２－３８　リバーサイドアメニティ１Ｆ－Ａ サービス JS-0002-2755

Brillar hari method 山形市 吉原３－６－２　プロシード櫻テナントＢ サービス SL-2001-1063

hangout 山形市 幸町１８－３８　ドリームパレステナント１Ｆ サービス JS-0002-7421

サイトウオート 山形市 江俣１－９－４３ サービス JS-0002-0093

トリートメントサロン Gugu 山形市 江俣４－１９－３８ サービス JS-0002-6218

Mew 山形市 荒楯町１－１－２０　２Ｆ　 サービス SL-2000-1734

Lapish 桜田店 山形市 桜田東３－８－４　 サービス SL-2001-0842

アーチスト豊田有限会社 山形市 七日町１－４－１０ サービス JS-0005-3201
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VANDALIZE 山形市 漆山２５８１－１ サービス JS-0005-8429

hairsalon lotta 山形市 若宮４－７－１１ サービス JS-0002-7404

Lilac 山形市 寿町１２－１１ サービス JS-0003-2099

HairMakeTresor 山形市 松見町４－２２　 サービス SL-2000-0663

torico． 山形市 城南町２－１１－３３　Ｄｗｅｌｌｉｎ城南１０２　 サービス ZN-0002-2267

パーソナルエステティックサロン ReBorn 山形市 成沢西１－１０－２　パルティ－ル成沢１０５ サービス SL-2000-3560

美容室パザパ 成沢店 山形市 成沢西２－１－４ サービス JS-0002-1901

HEARTFORHAIR 山形市 清住町２－１－１６ サービス JS-0004-7041

CAR CREST 山形市 双月町４－７－１０ サービス JS-0003-4115

美容室リュミエール 山形市 双葉町２－１０－３０ サービス JS-0005-9572

スタジオヨシダラボ双葉町店 山形市 双葉町２－１－２３ サービス JS-0004-7434

（株）カーサービス山形 山形南店 山形市 中桜田１－１－４６ サービス JS-0002-3142

阿部自動車 山形市 中桜田１－１－６７ サービス JS-0005-5426

スタジオフォ－レスト　1 山形市 中桜田３－１－９　　 サービス PK-0000-8997

オート・リメッサ 山形市 鋳物町３７ サービス JS-0003-0726

美容室パザパ嶋店 山形市 嶋南３－６－７ サービス JS-0002-1905

fartista 山形市 嶋北１－１３－１８　 サービス SL-2000-2475

ヘアー＆メイク ルナルナ 山形北店 山形市 嶋北２－５－１７　フレスポ山形北店２Ｆ　 サービス ZN-2000-0045

クリーニングすずき 山形市 東原町４－２－２６ サービス JS-0003-9064

ビューティーサロン辰巳 山形市 東青田１－５－１０ サービス JS-0002-5863

hair\ ＇ s AQUA（ヘアーズ アクア） 山形市 銅町１－５－１９　 サービス SL-2000-0321

陸運興業株式会社 山形市 南栄町２－５－２６ サービス JS-0003-2740

LAPISH 南三番町店 山形市 南三番町６－１５　 サービス SL-2001-0841

ホロニック 山形市 馬見ケ崎４－７－１５　 サービス SL-2000-2097

美容室パザパ南館店 山形市 飯沢５０６－１ サービス JS-0002-2170

新山形オートサービス 山形市 飯田５－１－８ サービス JS-0004-5697

日東産業株式会社 山形市 飯田西１－２－１６ サービス JS-0002-6764

イントウキョウ アイスタ－プラス 山形市 美畑町１０－１ サービス JS-0000-1415

美容室 小太陽 山形市 桧町２－１０－２６ サービス SL-2000-9615

Brillar hair merry 山形市 北町３－１０－７　 サービス SL-2001-1064

ヘアーステーションちとせ 山形市 薬師町１－２－１ サービス JS-0002-8881

FFIELD 山形市 落合町４４－４ サービス JS-0005-1596

SUGAR MU 山形市 旅篭町１－５－１３ サービス JS-0003-0728

緑町 Kokoro 薬局 山形市 緑町４－１４－６３ サービス JS-0004-6228

割烹 飯豊 山形市 香澄町３－５－２０　 その他 SL-2000-2225

ふとん工房ふるうち 山形市 城南町２－７－２１ その他 SL-2000-9697

湯の花茶屋 新左衛門の湯 山形市 蔵王温泉川前９０５　 その他 SL-2000-9236

国井酒店 山形市 東原町３－１０－１０　 その他 SL-2000-6321

はんこ屋さん 21 山形店 山形市 南館１－９－８　阿部ビルＡ－１ その他 SL-2000-2992

居酒屋こてんぐ〔に〕 酒田市 みずほ１－１９－１　　 飲食店 ZN-0002-5347

中華レストラン静香苑 酒田市 ゆたか１－１４－３ 飲食店 JS-0005-5073

カラオケプラザ童夢酒田駅前店 酒田市 幸町２－９－４５ 飲食店 JS-0005-7154

カラオケプラザ童夢酒田バイパス店 酒田市 松原南２４－１２ 飲食店 JS-0005-7145

とがし肉家酒田店 酒田市 泉町１９－５ 飲食店 SL-2000-8082
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割烹・天ぷら 土筆 酒田市 中町１－１４－３０ 飲食店 JS-0003-2946

居酒屋鳥っ ky 酒田市 中町１－３－１８ 飲食店 JS-0004-3464

割烹綾 酒田市 中町２－１－１６ 飲食店 JS-0003-6283

尾川園 酒田市 中町２－３－１１ 飲食店 JS-0003-7680

ふれあい茶屋 とんぼり久 酒田市 中町３－３－１　Ｎ－１５１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5899

食道ささき 酒田市 本町１－６－６　川辺の館１Ｆ 飲食店 JS-0005-4244

COFFEE 山椒小路 酒田市 本町２－３－２ 飲食店 JS-0004-7197

やきとり吉吉 酒田市 本町３－２－５ 飲食店 JS-0005-5418

寿し処喰道楽 酒田市 本町３－５－１４ 飲食店 JS-0000-3291

手打そば出羽 酒田市 両羽町５－４ 飲食店 JS-0004-3480

（株）ふとんの池田 酒田店 酒田市 一番町３－３２　 ショッピング SL-2001-1074

ホームデコ マシマ 酒田店 酒田市 京田１－２－１２　 ショッピング SL-2000-1260

新井田薬局 酒田市 新井田町１－３４　　 ショッピング PK-0000-8397

ファイテンショップ酒田店 酒田市 新橋２－２６－１９ ショッピング JS-0002-5300

まるひな良縁堂 酒田店 酒田市 船場町２－５－５６　みなと市場内 ショッピング JS-0005-6137

ミュージアムアイワークスファクトリー 酒田市 相生町２－２－１　　 ショッピング ZN-0001-4043

フミヤ 酒田市 相生町２－３－１３　 ショッピング SL-2000-9135

庄内タイヤ 酒田市 大宮町２－２－１２ ショッピング JS-0000-4657

エビスヤ薬局瑞穂 酒田市 大町１４－２０ ショッピング JS-0002-6719

LIEN CHOU CHOU 酒田市 中町２－５－２７ ショッピング JS-0003-4464

ZEST 酒田店 酒田市 中町２－６－３８ ショッピング JS-0005-5105

はっぴいちゃいるど 酒田市 中町３－５－２８　　 ショッピング ZN-0002-5345

めがねのコバヤシ酒田店 酒田市 東泉町４－１－７ ショッピング SL-2000-4469

troa accessories 酒田市 東泉町６－２－１１ ショッピング JS-0002-4449

ジーワイ庄内販売 株式会社 酒田市 東町１－２０－１１　 ショッピング SL-2000-1688

上ノ山自転車 酒田市 二番町１２－３０　 ショッピング SL-2000-7378

釣具の館 酒田店 酒田市 富士見町１－２－３ ショッピング JS-0001-5776

カットハウスタカラ 酒田市 みずほ２－１８－１３ サービス JS-0002-7588

ヘアルーム BOWIE 酒田市 みずほ２－２０－５ サービス JS-0003-8137

COCO 酒田市 光ヶ丘１－５－４３ サービス JS-0003-4555

みずほ整骨院 酒田市 松原南５－１４ サービス JS-0004-2021

ケイテック株式会社 酒田市 大宮町１－４－１０ サービス JS-0001-4458

サロンドアッシュ 酒田市 東大町３－２７－９ サービス JS-0004-2937

堤自動車 酒田市 東町１－１８－７ サービス JS-0001-4492

JHAK ROAD 酒田市 東町１－２５－１４ サービス JS-0002-7497

カラオケマイム酒田駅前店 酒田市 幸町２－１－４５　　 エンターテインメント ZN-0002-5080

カラオケマイム酒田バイパス店 酒田市 大町１９－５　　 エンターテインメント ZN-2000-7095

カラオケマイム酒田中町店 酒田市 中町３－１－１５　　 エンターテインメント ZN-0002-2441

プライドテーラー秋葉 庄内町 余目字三人谷地４　 ショッピング SL-2000-5605

焼肉 暁－ AKATSUKI － 上山市 南町３－４２ 飲食店 JS-0003-0126

鮮魚かねに 上山市 十日町２－１２ ショッピング JS-0005-7804

エフパルク佐藤 上山市 二日町９－１　 ショッピング SL-2000-1422

高橋フルーツランド上山駅前店 上山市 矢来１－２－１ ショッピング JS-0003-9672

有）いなげ花店 上山市 矢来１－３－１８ ショッピング JS-0004-1826
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有限会社井上糸屋 上山市 矢来１－７－２３　　 ショッピング ZN-2000-2633

丸内牛肉店 上山市 矢来１－７－２６ ショッピング JS-0005-6169

タイヤプロショップ中川 上山市 矢来２－２－２２ ショッピング JS-0002-9360

有）いなげ花店ヤマザワ上山支店 上山市 矢来３－７－２３ ショッピング JS-0004-1828

居酒屋こや 新庄市 沖の町１－２５ 飲食店 JS-0005-7024

ザ・リヴィントン 新庄市 金沢１０７３－２ 飲食店 JS-0003-1886

居酒屋だんだん 新庄市 若葉町１４－３６　リーフムーンビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2217

やきとり鳥舟 新庄市 若葉町１４－４　　 飲食店 ZN-2000-4881

味讃歌 新庄市 若葉町１５－３ 飲食店 JS-0005-9532

キッチン マカロニ 新庄市 若葉町２２－４ 飲食店 JS-0005-9880

こわさび 新庄市 若葉町７－３１　　 飲食店 ZN-2000-1932

食酒工房 福楽狸 新庄市 若葉町７－３５　ＳＩＮＫＯＵビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0905

清清亭 新庄市 若葉町９－２１ 飲食店 JS-0004-1344

割烹とりや 新庄市 沼田町６－５１ 飲食店 JS-0002-9297

飲喰処 千乃松 新庄市 東谷地田町２－１１ 飲食店 JS-0002-4345

高橋履物店 新庄市 沖の町４－４３　 ショッピング SL-2000-3288

株式会社おかしの平和堂新庄駅東口店 新庄市 金沢１０７３－２　オフィス・サカエ１０４ ショッピング SL-2000-8089

奥山洋酒店 新庄市 沼田町４－４ ショッピング JS-0005-7477

タイヤハウスエンドー 新庄市 仁間２５ ショッピング JS-0001-8473

キャンドゥ山形新庄店 新庄市 千門町１－３３ ショッピング JS-0005-9423

大黒屋 新庄市 大町１－１５ ショッピング JS-0004-9608

オルガン 新庄市 桧町１６－６ ショッピング JS-0004-3475

美容室リバティ 新庄市 金沢１５７２－５ サービス JS-0005-2006

コスモサロン 新庄市 大町３－１　 サービス SL-2000-7551

ナチュラルヘアーサイエンスレベル 4 新庄市 万場町３－４ サービス JS-0002-9246

デジョワ 西村山郡 河北町谷地ひな市１－３－１ ショッピング JS-0005-9277

ひなた薬局 西村山郡 河北町谷地字田中４－１ ショッピング JS-0005-6148

菓子工房シェリー 西村山郡 河北町谷地田中２－１ ショッピング JS-0005-4998

金ちゃんラーメン白鷹店 西置賜郡 白鷹町荒砥甲６８０－１ 飲食店 JS-0005-2570

白い森調剤薬局 西置賜郡 小国町岩井沢５４８－１５ ショッピング JS-0005-4179

ヘルス＆ビューティーまるいち 西置賜郡 小国町小国小坂町１－４５　 ショッピング SL-2000-4340

有）木村家菓子店 西置賜郡 小国町小国小坂町３－５９ ショッピング JS-0004-3256

すみや白鷹店 西置賜郡 白鷹町荒砥甲７２５－６ ショッピング JS-0005-6665

有）木村自動車 西置賜郡 飯豊町椿４５０４－２ サービス JS-0003-5270

和工房そばのみ 村山市 楯岡笛田３－３－６ 飲食店 JS-0004-5804

メガネの晶美堂村山店 村山市 楯岡晦日町５－２ ショッピング JS-0001-0905

ウジイフォトスタイル 村山市 駅西２２－３５ サービス JS-0004-6462

昭和ホルモン亭 長井店 長井市 あら町３－２ 飲食店 JS-0004-0221

レストランジュアン 長井市 館町南１６－１０－６ 飲食店 JS-0005-6691

アトリエパッション 長井市 館町北６－１４ 飲食店 JS-0005-5202

割烹寿し紀もと 長井市 高野町２－９－１０ 飲食店 JS-0001-9829

So － bar 水杜里 長井市 中道１－３－２４ 飲食店 JS-0005-9692

杵屋長井店 長井市 あら町４－５５ ショッピング JS-0003-6786

めがねのコバヤシ長井店 長井市 ままの上１－１６ ショッピング JS-0003-8163
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すみや長井店 長井市 館町南１２－４５ ショッピング JS-0005-6618

ナックチェーン 長井市 高野町１－４－２ ショッピング JS-0005-1842

えんどう肉店 長井市 小出３７４７－６ ショッピング JS-0003-3815

福田屋 長井市 草岡７１５ ショッピング JS-0004-6173

タイヤセレクト長井 長井市 緑町１０－２４ ショッピング JS-0002-8410

株式会社太丸モータース 長井市 屋城町６－１８ サービス JS-0001-4075

G ガレージ 長井市 五十川１５８６－１ サービス JS-0002-8425

吉田カメラ長井店 長井市 本町２－８－１６－２ サービス JS-0000-3948

Flow styles．site 長井市 緑町９－１７ サービス JS-0002-2368

カラパラ NEW 長井店 長井市 本町１－７－２ エンターテインメント JS-0002-1417

丸一鈴木薬品ジョイ店 長井市 九野本７６２－４　ホームセンターサンデー長井店内 その他 SL-2000-8554

平和堂薬房 長井市 成田１６０７　 その他 SL-2000-5733

まるいち鈴木薬局 長井市 本町１－４－２　 その他 SL-2000-8555

千葉寿司 鶴岡市 山王町１０－４７ 飲食店 JS-0003-8722

串焼処トリックボール 鶴岡市 昭和町３－２９ 飲食店 JS-0001-4408

イタリアンフレンチ レコルト 鶴岡市 大塚町２１－２ 飲食店 JS-0003-4673

とらんすぱらん 鶴岡市 大宝寺町８－２０ 飲食店 JS-0000-3076

さかずき 鶴岡市 美咲町２－３１ 飲食店 JS-0005-4008

とがし肉家鶴岡店 鶴岡市 美咲町２３－８ 飲食店 SL-2000-8083

南風酒場 Jahmin 鶴岡市 本町１－４－１３　板垣ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-4587

お食事処冨がし 鶴岡市 本町１－４－２８ 飲食店 JS-0004-2051

食堂アルペジオ 鶴岡市 本町１－４－３７ 飲食店 JS-0005-2172

ファーストポイント 鶴岡市 本町１－６－１３　 飲食店 SL-2000-1420

GoodLuckCafe 鶴岡市 本町１－７－５０　 飲食店 SL-2000-1598

Vittodining 鶴岡市 本町１－８－２０　スターダストビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-9719

天金 鶴岡市 本町３－１－４１ 飲食店 JS-0002-1054

葡萄酒蔵 鶴岡市 末広町１５－１９　鶴岡パークビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3681

焼肉いわじ 鶴岡市 末広町１５－２０　マリカ駐車場ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-3119

庄内魚河岸酒場潮彩 鶴岡市 末広町６－３　ＴＭＫビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1123

大衆酒場 酔っぱ 鶴岡市 末広町６－３　ＴＭＫビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-9060

カラオケプラザ童夢鶴岡店 鶴岡市 末広町６－４４ 飲食店 JS-0005-7147

居酒屋せいご 鶴岡市 末広町６－５０　　 飲食店 ZN-0002-4925

キネブチ写真館 鶴岡市 のぞみ町７－１６ ショッピング JS-0003-3191

さくら調剤薬局 鶴岡市 ほなみ町７－３８　　 ショッピング PK-0000-8349

ふとんの池田 鶴岡店 鶴岡市 みどり町１３－２３ ショッピング SL-2001-1073

アーバンスポーツ 鶴岡市 伊勢原町２６－３　 ショッピング SL-2000-1612

農キング 山形本店 鶴岡市 羽黒町赤川地蔵俣２１２ ショッピング JS-0001-6850

関川しな織センター 鶴岡市 関川２２２ ショッピング JS-0000-5295

SeaRoverSurfcrew 鶴岡市 宮沢小沢６０－１ ショッピング JS-0000-7171

バケーション 鶴岡市 錦町１－２３　　 ショッピング ZN-2000-1222

パッケージプラザ結城 鶴岡市 三和町１－４６ ショッピング JS-0004-8691

copernicus 鶴岡市 大宝寺町３－４８　マルトモビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1493

ZEST 鶴岡市 東原町２５－４５ ショッピング JS-0005-4076

FORGE 鶴岡市 東原町２５－４５ ショッピング JS-0005-5273
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きっちんふーずカスミヤ 鶴岡市 湯温海甲９２ ショッピング JS-0003-1755

十一屋 鶴岡市 藤浪１－８３－１ ショッピング JS-0004-0993

［HC］株式会社ジョイ・サンワ 鶴岡市 美原町２８－４７ ショッピング JS-0001-8639

Loveliest 鶴岡市 美原町６－２９　Ｗｅｎｄｙ２Ｆ－Ｃ　 ショッピング SL-2000-7354

ポポ 鶴岡市 美咲町２５－３９ ショッピング JS-0004-0116

株式会社 丸東 鶴岡市 本町１－８－２９ ショッピング JS-0005-7068

皆川スポーツ 鶴岡市 本町１－９－１４　　 ショッピング ZN-0002-2597

ファッションターミナルつるや 鶴岡市 末広町５－８　マリカ西館１Ｆ ショッピング JS-0000-7505

スポーツショップ MOGI 鶴岡市 余慶町１－２ ショッピング JS-0001-3215

ジゼル 鶴岡こぴあ店 鶴岡市 余慶町１－２　ショッピングセンターこぴあ内 ショッピング JS-0002-3777

ルミエール 鶴岡こぴあ店 鶴岡市 余慶町１－２　ショッピングセンターこぴあ内 ショッピング JS-0002-3778

EBONY　Hair 鶴岡市 稲生１－２２－１４　　 サービス PK-0000-8157

菅原せきつい鍼灸整骨院 鶴岡市 羽黒町押口字川端４２－２９　 サービス SL-2001-0538

ヤグチボデー 鶴岡市 下山添茶屋川原１２ サービス JS-0004-0807

ささ美容室 第一ホテル店 鶴岡市 錦町２－１０ サービス JS-0006-0101

HAIRgrip 鶴岡市 桜新町１－２ サービス JS-0002-4119

ポラリス 鶴岡市 三和町８－２１　 サービス SL-2001-0353

viento CIELO 鶴岡市 西新斎町１０－７－１３　 サービス SL-2001-0891

フォトスタジオ ヴィエント 鶴岡市 東新斎町１３－２０　 サービス SL-2001-0889

ゼウス 鶴岡市 八ツ興屋土谷俣５５－３ サービス SL-2000-4593

粧苑中央 鶴岡市 本町１－７－４０ サービス SL-2000-6685

カラオケマイム 3 鶴岡市 本町１－５－３７　　 エンターテインメント ZN-0003-1683

カラオケマイム鶴岡店 鶴岡市 末広町１１－３０　　 エンターテインメント ZN-0001-4071

食事処 山査子 天童市 鎌田１－１－１５ 飲食店 JS-0002-6696

奥蔵 天童市 鎌田１－１－２ 飲食店 JS-0003-9329

ジャパニーズフレーバー 天童市 鎌田１－４－１　佐々木ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-4301

インド料理スルタン 天童市 鎌田１－４－１２ 飲食店 JS-0000-5449

はな○ 天童市 泉町１－１－７ 飲食店 JS-0000-4770

うおいち 天童市 東本町１－７－１ 飲食店 JS-0000-4061

牛専華 天童市 南小畑４－６－２ 飲食店 JS-0005-6045

ロイヤルインドレストラン天童店 天童市 芳賀タウン南２－８－２ 飲食店 JS-0003-9853

欧味食房ひめか 天童市 老野森３－８－１５　谷川ビル１F 飲食店 JS-0005-0987

コルディアサロンあるふぁ 天童市 久野本３－１－２５ ショッピング JS-0005-5903

（株）緑茶園 天童市 久野本三－１－３３ ショッピング JS-0005-5718

アミエスポーツ 天童市 小関１－６－１２ ショッピング SL-2000-0290

グレースカネコ 天童市 東本町１－１３－２２　　 ショッピング ZN-2000-1384

鈴木金物店 天童市 北久野本１－２－１ ショッピング JS-0005-6071

スーパーダブルエックス天童店 天童市 北久野本２－９－３６ ショッピング JS-0004-9162

有限会社カトルセゾン 天童市 老野森１－１２－１８－３ ショッピング JS-0003-2637

ビューティショップマツダ 天童市 老野森２－１０－２ ショッピング JS-0005-7846

川原子酒店 天童市 老野森３－２０－２５ ショッピング JS-0004-4681

美容室 リュバン 天童市 交り江１－６－２２ サービス JS-0002-0263

美容室パザパ交り江店 天童市 交り江４－２－３２ サービス JS-0002-1903

ヘアサロン センス 天童市 中里５－５－３ サービス JS-0005-7489
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egoist 天童店 天童市 東久野本１－１－７ サービス JS-0003-3978

hair Re：sort KanaLoa 天童市 東久野本２－１６－１９ サービス JS-0003-6148

志乃屋 本店 天童市 東本町２－９－２７　１Ｆ サービス JS-0002-1899

志乃屋美容室 天童市 東本町２－９－２７　２Ｆ サービス JS-0002-2231

太心堂接骨院 天童市 南町２－７－５ サービス JS-0004-3599

株式会社 Kpowers 天童市 芳賀４４１－１ サービス JS-0003-2213

とんかつ三州屋 天童市 糠塚２－８－２８　 その他 SL-2001-0071

ディティールギャラリー 天童市 南小畑４－８－１０　 その他 SL-2000-9662

スーパーノバ 天童店 天童市 南町１－５－２６ その他 JS-0002-4688

お食事処 喜らく 天童市 老野森１－１６－６　 その他 SL-2000-0010

串一伝 東根市 温泉町１－２－３ 飲食店 JS-0002-7883

酒想空間和らじ 東根市 温泉町１－７－５ 飲食店 JS-0005-8631

ビアパブ市民快館 東根市 神町中央２－６－２５ 飲食店 JS-0004-5890

明烏 東根市 神町北２－１８－２８ 飲食店 JS-0005-7900

トレンタ東根店 東根市 中央１－６－２３ 飲食店 JS-0005-9359

株式会社松栗 東根市 羽入２０２８－１ ショッピング JS-0001-5200

北村山公立病院売店 東根市 温泉町２－１５－１ ショッピング JS-0005-3967

六歌仙倶楽部 東根市 温泉町３－１７－７ ショッピング JS-0005-7798

あめや菓子店 東根市 郡山３０８－３ ショッピング JS-0005-4660

OLUOLU 東根市 小林１－１－１２ ショッピング JS-0004-4273

チェリ－コンタクト 東根市 大森２－１－４　　 ショッピング PK-0000-8408

switch 東根市 中央３－９－１７ ショッピング JS-0005-4803

SLIME CASE 東根市 中央西６－２５　 ショッピング SL-2000-9110

（有）ヤマモト 東根市 本町３－１７ ショッピング JS-0005-7359

さくらんぼ動物病院 東根市 温泉町３－３－６ サービス JS-0003-5380

志乃屋美容室 東根店 東根市 小林１－２－４０ サービス JS-0002-6463

ヘアスペースボイスクレッシェンド 東根市 中央４－８－１ サービス JS-0001-6433

快眠おしゃれ工房 イシザワ 東村山郡 山辺町山辺１２３５－１５　 ショッピング SL-2000-8051

だるまや菓子店 東村山郡 中山町達磨寺３８－９ ショッピング JS-0002-7406

月山緞通ラグストア ユルリハナスタジオ 東村山郡 中山町柳沢５４２－１４　穂積繊維 ショッピング SL-2000-6323

石山ボディオートメディカルセンター 東村山郡 山辺町根際７５５ サービス JS-0003-9449

山海鮮なか川 東置賜郡 高畠町福沢南７－４ 飲食店 JS-0003-6703

あっさり 東置賜郡 川西町上小松１６４４ 飲食店 JS-0005-8955

カレー屋 GARBANZO 東置賜郡 川西町中小松２２３６－５ 飲食店 JS-0002-9977

ちょうさん 東置賜郡 高畠町高畠９４８ ショッピング JS-0005-7490

菓子工房 COCO イズミヤ 東置賜郡 高畠町福沢１４１－１ ショッピング JS-0005-9699

スモークハウスファイン 東置賜郡 高畠町福沢２１－９ ショッピング JS-0004-2889

オートワークス 東置賜郡 川西町西大塚２９４０ サービス JS-0003-5268

川西自動車興業 東置賜郡 川西町堀金６１９－３ サービス JS-0005-0048

よねおりかんこうセンター 東置賜郡 高畠町大字福沢７－１０７２　 その他 SL-2000-7075

吉田でんき 東置賜郡 高畠町福沢５９０－３　 その他 SL-2001-0349

依田善 東田川郡 庄内町余目猿田４１－１６ 飲食店 JS-0003-1410

フォトスタジオ ヴィエント三川店 東田川郡 三川町猪子字大堰端３６３　 サービス SL-2001-0890

LALA cafe 南陽市 宮内７８５－１２ 飲食店 JS-0003-5257
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イル・レガーレ 南陽市 若狭郷屋５０６ 飲食店 JS-0004-2054

6DINING ／ TERRACE RUBAN Akayu 南陽市 赤湯３１２７－１　 飲食店 SL-2000-7976

いさば家 南陽市 赤湯４１６－１　ナガモリテナント１Ｆ 飲食店 JS-0000-0565

明月館 南陽市 赤湯４７２－３ 飲食店 JS-0002-3338

居酒屋 志らせ 南陽市 赤湯７９３－１　 飲食店 SL-2000-6256

オステリアエスト！ 南陽市 赤湯８２３－３ 飲食店 JS-0005-1362

洋献和菜イストワール 南陽市 赤湯９３０　ブラスタービル２Ｆ 飲食店 JS-0004-7927

すし．割烹富田屋 南陽市 赤湯９３８ 飲食店 JS-0000-4101

木村屋石油 南陽市 蒲生田１８４５ ショッピング JS-0005-7528

BS さんわ 南陽市 宮内５９１－４ ショッピング JS-0005-7063

赤湯駅前杵屋支店 南陽市 郡山１０５８－１０ ショッピング JS-0004-1838

佐藤ぶどう酒 南陽市 赤湯１０７２－２ ショッピング JS-0005-7046

桝屋商店 南陽市 赤湯７５２ ショッピング JS-0005-7513

辰巳屋牛肉店 南陽市 赤湯７５３－１ ショッピング JS-0005-7073

菓子処六味庵 南陽市 椚塚１６０１ ショッピング JS-0004-5403

美容室パザパ南陽店 南陽市 赤湯３０７６ サービス JS-0002-1904

美容室 Reche 南陽市 長岡５２４－１４ サービス JS-0005-0576

カラパラ赤湯店 南陽市 赤湯３１１０－１ その他 JS-0005-8483

伊豆の華 尾花沢市 銀山新畑４４０ 飲食店 JS-0003-8893

ぼでごん亭 尾花沢市 新町１－１３－１０ 飲食店 JS-0005-6515

伊豆こけし工房 尾花沢市 銀山新畑４５０ ショッピング JS-0005-0423

株）文長 尾花沢市 若葉町３－１－１ ショッピング JS-0004-0842

いかけや 尾花沢市 上町５－５－５４ ショッピング JS-0005-8137

ぱんどら 尾花沢店 尾花沢市 新町１－５－２５ ショッピング JS-0002-8831

居酒屋ゆあーず 米沢市 駅前１－１－６３ 飲食店 JS-0005-9040

居酒屋 TASUKE 米沢市 駅前２－１－４３　サトーヤテナント内 飲食店 JS-0002-7255

焼肉みよし 米沢市 駅前３－２－２３ 飲食店 JS-0003-0107

発酵酒場こぶた 米沢市 駅前３－２－２５ 飲食店 JS-0004-1949

フルーツショップ キヨカ 米沢市 金池２－７－２　 飲食店 SL-2000-3719

花園 米沢市 金池５－１１－３７ 飲食店 JS-0000-4002

小料理花藤 米沢市 金池５－６－２９ 飲食店 JS-0005-6399

米澤 Steak ＆ Bistro 飛行船 米沢市 城西１－５－５６ 飲食店 SL-2000-6889

馬場乃町はやし 米沢市 城南１－６－１８ 飲食店 JS-0003-0016

とり勝 米沢市 城北１－１－８　２Ｆ 飲食店 JS-0002-3714

菊太郎新富本店 米沢市 城北１－８－２０ 飲食店 JS-0004-0141

goodolddays 米沢市 大町５－１－３０ 飲食店 JS-0006-0027

ミートピア 米沢市 中央１－１１－９ 飲食店 JS-0000-4102

晩酌亭 米沢市 中央１－１３－２４ 飲食店 JS-0004-7469

寿司、居酒家炙り家 米沢市 中央１－１４－２３ 飲食店 JS-0000-3820

NewGlaxy 米沢市 中央１－３－４　リッチビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3245

渡部笑店 米沢市 中央１－６－２０ 飲食店 JS-0005-1394

グルメ小僧万吉 米沢市 中央４－２－６　２Ｆ 飲食店 JS-0002-4087

味処京佳 米沢市 万世町金谷４６４－７ 飲食店 JS-0005-7053

米澤紀伊國屋 本店 米沢市 丸の内１－６－２　 ショッピング SL-2000-6065
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フロリコル 米沢市 金池１－４－１６ ショッピング JS-0002-3504

ビューティショップながい 米沢市 金池１－５－２２　 ショッピング SL-2000-0574

パッケージプラザ米沢店 米沢市 金池１－５－４１ ショッピング JS-0005-6229

おもちゃ屋本舗 米沢店 米沢市 金池７－４－６８ ショッピング JS-0000-1503

ランニングシューズショップ プラスワン 米沢市 御廟２－１－９ ショッピング SL-2000-7284

有）富士屋商店－ A 米沢市 春日３－２－２１－Ａ ショッピング JS-0003-8725

有）富士屋商店－ B 米沢市 春日３－２－２１－Ｂ ショッピング JS-0003-8720

グッディショップカネコ 米沢市 城西３－９－５４ ショッピング JS-0004-5238

（有）鳥勝牛肉店 米沢市 城北１－１－８ ショッピング JS-0002-3712

有）小嶋卯之助商店 米沢市 大町２－３－４ ショッピング JS-0004-3169

米沢補聴器センター 米沢市 大町４－６－１０　　 ショッピング ZN-2000-2432

大町はんこ 米沢市 大町５－４－４６ ショッピング JS-0004-5440

永井屋菓子店 米沢市 中央４－１－１６ ショッピング JS-0005-9128

太田食肉店 米沢市 中央４－２－６ ショッピング JS-0002-4085

青木堂 米沢市 中央７－３－１６　 ショッピング SL-2000-0341

株式会社村山商工 米沢市 中田町１０４０－２ ショッピング JS-0002-1346

パソコンショップ V － CLUB 米沢 米沢市 中田町１９４４－１ ショッピング JS-0003-4460

WEST FIELD 米沢店 米沢市 中田町１９６７－１ ショッピング JS-0001-4493

吾妻スポーツスポーツバード徳町店 米沢市 徳町１２９ ショッピング JS-0000-8681

ジェラート工房グレイス 米沢市 徳町２－６７ ショッピング JS-0004-6896

西洋菓子プランタン 米沢市 徳町２－７　 ショッピング SL-2000-2807

近野ガス 米沢市 本町１－１－２２ ショッピング JS-0005-6650

鷲コーヒー 米沢市 本町２－５－２１ ショッピング JS-0003-5016

株式会社 ヤリミズ自動車 米沢市 万世町片子４３７２　 ショッピング SL-2000-2092

おりじん 米沢市 門東町１－１－８７　米織会館 ショッピング JS-0001-5793

丸玉輪店 米沢市 門東町１－４－４１ ショッピング JS-0004-3634

島子美容室 米沢市 塩井町塩野２－１５ サービス JS-0000-9923

吾妻スポーツ 米沢市 丸の内１－１－９０ サービス JS-0000-8631

ヘアーサロン ラウナ 米沢市 金池２－１－１０ サービス JS-0003-6453

hairdesignlaboQue’z 米沢市 金池７－２－１７ サービス JS-0001-3385

ラピタ 米沢市 金池８－６－６ サービス JS-0002-8013

ヘアーステーション ケン 米沢市 御廟１－３－３０ サービス JS-0001-4487

イン東京 米沢店 米沢市 春日１－７－４６ サービス JS-0000-1425

志乃屋美容室 米沢春日店 米沢市 春日５－２－３０３ サービス JS-0004-3672

Adhoc 米沢市 大町１－３－３５ サービス JS-0000-9722

HAIR LABO RADITE 米沢市 中田町５６８－６　 サービス SL-2000-9692

transforhairdesign 米沢市 堀川町４－７７ サービス JS-0003-7235

カラパラ米沢中央店 米沢市 門東町３－２－５９ エンターテインメント JS-0000-5645

くっきりコンタクト 米沢市 花沢町２６９５－１　花沢アイクリニック隣 その他 SL-2000-7741

カラパラ米沢金池店 米沢市 金池８－３－２ その他 JS-0005-8482

BOOKs ほんま 飽海郡 遊佐町小原田沼田１２－１　エルパ内 ショッピング JS-0003-2503

オビヤ 飽海郡 遊佐町遊佐字京田１４－６ ショッピング JS-0005-6402

ぱんどら 大石田店 北村山郡 大石田町駅前通り８－６ ショッピング JS-0002-8880


