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宇部市総合福祉会館　食堂部 宇部市 琴芝町２－４－２０　　 飲食店 PK-0000-6556

和食ダイニング葵音 宇部市 港町１－６－８ 飲食店 JS-0005-6491

Cafe Smiley しゅん 宇部市 黒石北５－１－４１　キャピタル野田１１０ 飲食店 SL-2000-2145

ひじり 宇部市 今村南２－７－１５ 飲食店 JS-0002-5739

炭匠 満 宇部市 松島町８－１７ 飲食店 JS-0001-7412

ヨンパチバル uniuni 宇部市 上町１－１－２１　井上ビル 飲食店 SL-2001-1288

おでん酒場 和 宇部市 上町１－６－１７ 飲食店 JS-0004-6838

サンマルノ 宇部市 常盤町２－１－９　　 飲食店 PK-0000-6653

モダン割烹 心織 宇部市 西梶返３－１１－１０ 飲食店 JS-0001-4369

焼肉 白虎児 宇部市 西梶返３－１－１３　ヴィラージュＫ・Ｔ 飲食店 JS-0004-4743

季節料理金魚 宇部市 西琴芝２－１４－２０ 飲食店 JS-0005-4334

豆しば 宇部市 相生町９－１０ 飲食店 JS-0005-0633

ANCORA 宇部市 草江４－７－１５ 飲食店 JS-0001-1984

富 宇部市 中央町１－１０－１５ 飲食店 JS-0002-9506

焼鳥一力 宇部市 中央町１－１０－７　中央ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8658

雷鶏 宇部市 中央町１－２－１９ 飲食店 JS-0003-7442

鉄板伊酒屋 Calcio 宇部市 中央町１－３－１７ 飲食店 JS-0001-3311

戎屋 宇部市 中央町１－３－１８ 飲食店 JS-0002-0896

土火土火 宇部市 中央町１－３－２０ 飲食店 JS-0000-7048

たつみ 宇部市 中央町１－６－１９ 飲食店 JS-0000-1105

中央町 1 丁目カンパニー 宇部市 中央町１－６－４　　 飲食店 ZN-0002-0740

一丁目酒場 賑や 宇部市 中央町１－８－１１　　 飲食店 ZN-0002-0650

勢とら 宇部市 中央町２－１３－２５　　 飲食店 ZN-0002-0780

お肉バル UNI 宇部市 中央町３－１０－２３　 飲食店 SL-2001-1289

餃子 中華酒場 虎の子 宇部市 中央町３－１０－２６ 飲食店 JS-0002-6309

カフェドリモージュ 宇部市 島２－４－２２　　 飲食店 ZN-0002-2523

レストランノエル 宇部市 東小串１－１－２０　ＢＯＸ２－１０１　 飲食店 ZN-0002-0812

山口大レストランビアンモ－ル 宇部市 南小串１－１－１ 飲食店 JS-0005-4471

ステーキハウス K 宇部市 浜町１－２－１０　　 飲食店 ZN-0002-0829

サン薬局 宇部市 今村北５－１２－１ ショッピング JS-0000-1663

厚南薬局 宇部市 妻崎開作１１０－１ ショッピング JS-0000-1664

三興物産販売株式会社 宇部市 若松町３－３９ ショッピング JS-0003-6141

三興物産販売株式会社 宇部市 若松町３－３９ ショッピング JS-0005-3246

ハバック 宇部市 上宇部４７１－４　 ショッピング SL-2000-9214

紅屋コスメティックスタジオ 宇部市 新天町２－８－１ ショッピング SL-2000-0579

めがねのモリモト 宇部市 西岐波４３３５－１ ショッピング SL-2000-9549

An 宇部市 中央町２－４－７　ルナーレビル１Ｆ　 ショッピング SL-2000-0299

有限会社山本輪業 宇部市 東梶返３－１４－１２ ショッピング JS-0005-2600

メガネフィート 宇部市 東岐波１２０４－１１ ショッピング JS-0005-3436

宇部医療センター病院売店 宇部市 東岐波６８５ ショッピング JS-0005-3965
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あんず薬局 宇部市 東藤曲２－５－１３ ショッピング JS-0004-1194

ルーツファクトリー 宇部市 南浜町２－８－３７ ショッピング JS-0002-0442

BENTEN WORK 宇部市 あすとぴあ５－７－１１ サービス JS-0000-6631

東京屋クリーニング 鵜の島店 宇部市 鵜の島町１－４ サービス JS-0005-3376

ヘアー クレシェンド 宇部市 恩田町２－１９－４０ サービス JS-0002-8785

美髪クリニック 宇部店 宇部市 亀浦４－８－３　　 サービス ZN-0003-0843

CAR SHOP DREAM 宇部市 居能町３－１４－２４ サービス JS-0003-9963

Ankh 宇部市 厚南中央３－４－１１－１ サービス JS-0003-5979

Hair　room　GREEN 宇部市 黒石北４－２－４８　　 サービス PK-0000-8109

株式会社壱番薬局 宇部市 昭和町４－９－４ サービス JS-0002-6589

東京屋クリーニング 本社店 宇部市 松山町１－１－２７ サービス JS-0005-3377

HAIR CLUB BEWITCH 宇部市 松島町１５－４　 サービス SL-2000-0592

ヘアーサロンカレン 宇部市 常盤町２－１－２８　常盤町ビル１Ｆ サービス JS-0000-9743

かみはら整骨院 宇部市 神原町２－２－１ サービス JS-0002-2191

東京屋クリーニング まるき西宇部店 宇部市 西宇部南３－４－１５ サービス JS-0005-3374

株式会社 若松自動車 宇部市 西岐波１５０４－６ サービス JS-0005-4157

株式会社きらら総合サービス 宇部市 西岐波１５１７－１９ サービス JS-0002-8171

ティファニー 宇部市 西琴芝１－１－６ サービス JS-0003-8400

LIG 宇部市 島３－４－２５　 サービス SL-2000-2682

ヘアー サロン ダズリン 宇部市 東平原２－１０－３０－１０１ サービス JS-0001-2623

エステティックサロン SAKURA 宇部市 北琴芝２－１１－４０－１　 サービス SL-2000-9579

東京屋クリーニング まるき空港通り店 宇部市 岬町３－６－２ サービス JS-0005-3370

カラオケ CLUB DAM 宇部店 宇部市 松島町１５－８ その他 JS-0005-2286

ライフページ ナガタニ 宇部市 西岐波区７２４－１１　 その他 SL-2000-5185

串揚げつもり 宇部市 中央町１－２－１４　 その他 SL-2000-4155

万座 下関市 綾羅木本町４－３－１ 飲食店 JS-0005-1498

はかりや 下関市 一の宮町２－５－１２　 飲食店 SL-2001-0977

れれれのれ 下関市 一の宮町２－５－１４　 飲食店 SL-2001-0746

海鮮酒場うおたつ 下関市 一の宮町２－８－２１　　 飲食店 ZN-0002-0747

居酒屋どん八 下関市 一の宮町２－８－２１　前田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9244

御食事処よもやま 下関市 菊川町上岡枝７６６－１ 飲食店 JS-0005-0902

寿し 四海 下関市 金比羅町１２－１３ 飲食店 JS-0001-2586

和悠旬宴びせん 下関市 熊野町２－１４－２３　　 飲食店 ZN-0001-4711

さい藤 下関市 垢田町２－１－１８ 飲食店 JS-0005-2767

備長炭火焼鳥モモフク 下関市 細江町１－３－１１　　 飲食店 ZN-0002-0675

Bar 梟 下関市 細江町１－４－１０　田中ビル２Ｆ（ＳＡＮＲＡＫＵ）　 飲食店 ZN-2000-2806

黒鴎 下関市 細江町１－４－１３　双春ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2416

季節料理きしだ 下関市 細江町１－４－８　エクセレントビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1592

串焼居酒屋 一哲 下関市 秋根西町１－３－９　２Ｆ 飲食店 JS-0005-0895

串焼居酒屋一歩 下関市 秋根南町１－５－４　　 飲食店 ZN-2000-3241

そばのれん 下関市 秋根本町２－１－５　　 飲食店 ZN-2000-5668

唐戸 寿し仁 下関市 赤間町２－４ 飲食店 JS-0000-3296

焼肉泰ちゃん 下関市 川中豊町３－３－１７ 飲食店 JS-0005-8416

ステーキダイニングロッソ 下関市 竹崎町１－１６－１１ 飲食店 JS-0005-8380
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ステーキ・焼肉 極 下関市 竹崎町２－１１－１３ 飲食店 JS-0002-7540

いか鮮 下関 下関市 竹崎町２－１１－７ 飲食店 JS-0000-7049

ダイニング TRANSISTOR 下関市 竹崎町２－１３－３ 飲食店 JS-0001-3491

焼肉 ソウル 下関市 竹崎町３－２－１８ 飲食店 JS-0000-0365

和処まつ崎 下関市 中之町３－１９　　 飲食店 ZN-0002-0734

旬の居酒屋 しんご 下関市 中之町３－２ 飲食店 JS-0000-5525

炭火焼との川 下関市 長府中浜町１－１７　　 飲食店 ZN-0002-0724

千兆亭 下関市 長府中浜町１－５　１Ｆ 飲食店 JS-0004-9679

八剣伝 長府前八幡店 下関市 長府八幡町２－１２ 飲食店 JS-0001-3889

まるた屋 唐戸店 下関市 田中町１６－５ 飲食店 JS-0003-8421

肉処いとう 下関市 唐戸町１－１４　イトウビル 飲食店 JS-0002-9388

英国館 下関市 唐戸町４－１１　旧下関英国領事館２Ｆ 飲食店 JS-0002-6312

フランス料理ルージュブラン 下関市 武久西原台２－１６ 飲食店 JS-0002-4201

アラドモロッソネロ 下関市 豊浦町小串８－４０　 飲食店 SL-2000-1959

すし 肴 隆 下関市 豊前田町１－１－１３　南栄ビル１０３ 飲食店 JS-0000-6719

宝仙 下関市 豊前田町２－１－２２ 飲食店 JS-0000-7227

美豚家 慶 下関市 豊前田町２－２－１７ 飲食店 JS-0001-1961

鶏料理 天月 下関市 豊前田町２－４－１６ 飲食店 JS-0001-1503

ホルモン横丁 下関店 下関市 豊前田町２－６－１ 飲食店 JS-0004-1599

みんなの蔵ぶ 下関市 豊前田町２－６－１６　国分ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3964

ひかり家 下関市 豊前田町２－７－１　国際ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1224

角島テラス 下関市 豊北町大字角島字田ノ尻２８９９－１　 飲食店 SL-2000-9194

ガッビアーノ 下関市 豊北町大字神田３５０２－１ 飲食店 JS-0004-9773

Houseki 下関市 岬之町１６－３ 飲食店 JS-0003-7501

mahaloha 下関市 阿弥陀寺町８－８　第２八光ビル１Ｆ ショッピング SL-2001-0099

T － SELECT 下関市 王司上町４－７－１ ショッピング JS-0001-2220

Champ Nord 下関市 後田町５－１５－１３　パークビル１Ｆ ショッピング SL-2000-0809

株式会社伊藤精肉店 下関市 幸町１３－２０ ショッピング JS-0002-9339

Lunon 下関市 秋根西町２－３－７　　 ショッピング ZN-0002-4644

村中本店 下関市 秋根南町２－１－１ ショッピング JS-0005-9472

clay 下関市 上田中町２－１７－２５　２Ｆ ショッピング JS-0000-1480

PAINRUCCA 下関市 上田中町３－３－６　水上ビル ショッピング JS-0005-9154

パティスリー グランシャリオ 下関店 下関市 新椋野１－１－６ ショッピング JS-0005-2772

くるみ薬局 下関市 清末鞍馬３－４－９　　 ショッピング PK-0000-8942

ネクスト 下関市 清末千房２－１－１８　コモドパラッツォ１０１ ショッピング JS-0002-3257

有限会社前田モータース 下関市 前田２－１１－３４ ショッピング JS-0003-8213

梅寿軒 下関市 中之町８－２４ ショッピング JS-0005-5547

関門薬局 下関市 長府外浦町２－２０ ショッピング JS-0000-1613

Donq － Ponq 下関市 長府川端２－３－１９ ショッピング JS-0004-1686

セントラルキッチン ピーノ 下関市 長府土居の内町２－１２ ショッピング JS-0005-0227

靴のヤマツル 長府店 下関市 長府土居の内町６－１６ ショッピング JS-0000-2704

英国館ショップ 下関市 唐戸町４－１１　旧下関英国領事館１Ｆ ショッピング JS-0002-6313

かねよし 下関市 唐戸町５－５０　唐戸市場内 ショッピング JS-0004-9380

ムラタカメラ唐戸店 下関市 南部町２３－２０ ショッピング JS-0000-3813
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Pri － Nowa 下関市 楠乃２－４３８－２ ショッピング JS-0000-6416

洋菓子工房ひだまり 下関市 彦島塩浜町３－１５－２２　フジビル ショッピング JS-0004-0575

株式会社 美栄水産 下関市 彦島福浦町１－２－２０ ショッピング JS-0004-9637

モンマートはやた 下関市 彦島福浦町３－２－１　 ショッピング SL-2000-9793

ぶんか書店下関店 下関市 宝町１－６　アーバン２５　１Ｆ ショッピング JS-0002-9319

ラジコン天国 下関 下関市 椋野町３－５－７　 ショッピング SL-2000-5682

B．P SHOP G 辻丸 下関市 綾羅木新町１－１－３１ サービス JS-0001-7908

i．d．o shimonoseki 下関市 一の宮町１－２－１７ サービス JS-0005-2029

ペットランド あつまれ 王司店 下関市 王司上町１－７－１３　 サービス SL-2000-5507

ラリーペットクリニック 下関市 熊野町２－２－１９ サービス JS-0001-0085

HAIRLABALUSTER 下関市 後田町３－１－３　１Ｆ サービス SL-2000-4133

からだラボ くじら 下関市 竹崎町２－１２－５　 サービス SL-2000-3277

むつみ動物病院 下関市 竹崎町３－７－１６　シティビル１F　 サービス SL-2000-1893

Brillianthair 下関市 長府黒門東町１０－７　香川ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-1195

マスカレード 下関市 長門町９－５ サービス SL-2000-1926

トータルサロン QUINVY 下関市 幡生宮の下町２６－８　グローメリア宮の下２Ｂ　 サービス ZN-2000-3738

revive 下関市 幡生宮の下町３－２１　吉田ビル１Ｆ サービス JS-0000-7011

エコモ新下関店 下関市 石原３０５　コスパビル２Ｆ その他 SL-2000-0192

ホルモン横丁 下松店 下松市 栄町１－３－５ 飲食店 JS-0002-8289

食処 味扉 下松市 栄町３－７－２１　エイワパルコビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9512

CUORE 下松市 駅南１－６－１５ 飲食店 JS-0001-1497

鳥乃巣 下松市 駅南２－４－７ 飲食店 JS-0002-3072

和食工房にしだ 下松市 古川町４－３－４ 飲食店 JS-0005-6823

屋根裏酒房だんだん 下松市 西豊井１２４７ 飲食店 JS-0001-8806

居酒屋 村さ来 下松店 下松市 北斗町２－１１ 飲食店 JS-0003-9391

旬菜ダイニング 杏 下松市 北斗町８－２２　柴田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4785

RAVEN 下松市 桜町３－１５－１６ ショッピング JS-0001-4654

［HC］ロクロヤ電器 下松市 南花岡３－１－１６ ショッピング JS-0001-8160

コウセイ 下松市 南花岡７－１０－２３ ショッピング JS-0000-4789

有限会社半田ミシン商会 下松市 南花岡７－９－１２ ショッピング JS-0002-1774

ジュエル森脇 周南店 下松市 望町１－９－１ ショッピング JS-0005-4772

ジュエル森脇 周南店 下松市 望町１－９－１ ショッピング JS-0005-5894

ノゾミ薬局 下松市 望町２－４－８ ショッピング JS-0005-9491

（株）ヴィーテック コバックココカーズ店 下松市 望町３－３－２６　 ショッピング SL-2001-0922

（株）ヴィーテック コバック下松のぞみ店 下松市 望町４－１－５　 ショッピング SL-2001-0583

フジタ 下松市 北斗町１－１５　 ショッピング SL-2000-9499

cafe makura 下松市 末武下３６８－３０ ショッピング JS-0001-7312

タスク・カイロ・メディカル 下松市 西柳１－７－４　　 サービス PK-0000-1725

HAIRSHOPcococolor 下松市 大手町３－４－１２ サービス JS-0000-6916

hair design ax．is 下松市 南花岡７－１０－１ サービス JS-0000-2076

ビューティサロンユリコ 下松市 楠木町１－２－３２　 サービス SL-2000-7997

やくし美容室末武店 下松市 美里町４－９－２５　　 サービス ZN-0003-0873

ヘアーサロンなかぞの 下松市 美里町二－１６－３３　 サービス SL-2000-9039

やくし美容室中央店 下松市 末武下３６４－１　　 サービス ZN-2000-3514
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きもの 桔梗 下松市 瑞穂町３－５－１　 その他 SL-2000-5940

カフェダイニング ルッカコーヒー 岩国市 旭町３－１５－１　岩国錦帯橋空港内 飲食店 JS-0004-8370

寿し清 岩国市 錦見４－１－７　 飲食店 SL-2000-6634

白法山（ビャク ホウ ヤマ） 岩国市 玖珂町５２９－１　 飲食店 SL-2000-3400

IndianRestaurantDEVI 岩国市 車町２－７－１９ 飲食店 JS-0004-6868

CUSCO CAFE クスコカフェ 岩国市 車町２－８－２５　１Ｆ 飲食店 JS-0002-4646

IndianRestaurantDEVI 岩国市 昭和町１－１０－５ 飲食店 JS-0001-8010

カンパーニュ川西本店 岩国市 川西２－７－２５　　 飲食店 ZN-0002-0704

インドネパール料理ソニヤ 岩国市 中津町３－１－４　　 飲食店 ZN-2000-7527

じねんじょ家 岩国市 南岩国町１－１３－３５－１０４ 飲食店 JS-0004-8298

牡丹園 岩国市 平田６－２４－３ 飲食店 JS-0004-8265

KOBUTA － YA 岩国市 平田６－２５－１ 飲食店 JS-0004-6051

ambiente 岩国市 麻里布町２－３－１３　麻里布ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-6405

岩国バルモンパカ すまいる店 岩国市 麻里布町３－１０－１１　コスモビル４Ｆ 飲食店 JS-0004-6603

GREED SPICE 岩国市 麻里布町３－１２－９　石田ビル１０２ 飲食店 JS-0004-5201

Sona 岩国市 麻里布町３－１９－１１　ビルディングナウ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3407

よか鶏岩国駅前店 岩国市 麻里布町３－３－３１　高木ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7322

はなき 岩国市 麻里布町３－３－６　　 飲食店 PK-0000-0818

あじ処 栄作 岩国市 麻里布町３－５－２５　青樹ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7247

インド料理シリジャナ 岩国市 麻里布町５－１２－２５　　 飲食店 ZN-0001-4732

炭火焼肉 ぶち 岩国店 岩国市 麻里布町６－１０－２８ 飲食店 JS-0004-0736

美味しんぼ 岩国市 麻里布町６－１０－３０　１Ｆ 飲食店 JS-0002-1723

楽酒楽宴 西庵 岩国市 麻里布町６－１０－３０　泉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4508

羊 岩国市 麻里布町６－３－８　中村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4557

生肉専門店金次郎 岩国市 麻里布町６－３－９　　 飲食店 ZN-0002-0703

ワインバール アペラシオン 岩国市 麻里布町６－４－１　住田ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-4418

居食亭清流 岩国市 麻里布町７－１－１３　大正ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0434

割烹福源 岩国市 立石町１－５－６　　 飲食店 ZN-0002-0879

かつ福本店 岩国市 立石町３－１－４０　　 飲食店 ZN-0002-0701

岩国美術館 岩国市 横山２－１０－２７ ショッピング JS-0005-4570

光風堂 岩国市 横山２－４－２６ ショッピング JS-0001-4922

［HC］（有）清水電機 岩国市 岩国２－７－３６ ショッピング JS-0001-8268

コクガ時計・宝石店 岩国市 元町３－１０－１２　　 ショッピング ZN-2000-4590

オレンジオート 岩国市 御庄２－１１３－５ ショッピング JS-0003-9036

岩井靴店 岩国市 今津町１－８－９　 ショッピング SL-2000-3108

双葉園 岩国市 今津町５－４－５　 ショッピング SL-2000-4271

荒川酒店 岩国市 室の木町１－２－１５　　 ショッピング PK-0000-8834

Johnny’s Auto Loan 岩国市 車町３－１０－５７ ショッピング JS-0004-8817

オレンジステージ 岩国市 車町３－６－７ ショッピング JS-0003-9402

有限会社ビ庵 岩国市 周東町下須通１２８ ショッピング JS-0003-9394

金井クリ－ニング　丸久川西店 岩国市 川西２－７－１６　　 ショッピング PK-0000-8051

菊屋酒店 岩国市 中津町２－１４－５ ショッピング JS-0004-9643

みつかんや 岩国市 麻里布町１－３－１５ ショッピング JS-0000-2768

岩国アンデルセン 岩国市 麻里布町２－１－１８ ショッピング JS-0005-2233
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スタジオ 808 岩国市 麻里布町２－２－１６　 ショッピング SL-2000-5647

フジタメンズユー 岩国市 麻里布町２－３－２４ ショッピング JS-0005-5048

ジュエル森脇 岩国本店 岩国市 麻里布町２－３－４ ショッピング JS-0005-4768

ジュエル森脇 岩国本店 岩国市 麻里布町２－３－４ ショッピング JS-0005-5833

金井クリ－ニング　フジ岩国店 岩国市 麻里布町２－９－８　　 ショッピング PK-0000-7747

シュン 岩国市 麻里布町３－５－２０ ショッピング JS-0005-4926

ワールドリカーズ 岩国市 麻里布町３－６－２ ショッピング JS-0005-8762

美容室アドマン医療センタ－店 岩国市 愛宕町１－１－１　　 サービス PK-0000-4534

ガブリテザイン 岩国市 牛野谷町３－３５－６ サービス JS-0000-4149

ADMAN 岩国市 今津町１－１－１７　　 サービス PK-0000-1107

BARREL 岩国市 今津町１－５－９　モンヤビル２Ｆ－Ｃ サービス JS-0003-7280

有限会社さくらクリーニングサービス山手店 岩国市 今津町４－４－１７ サービス JS-0004-9564

i・squalityoflife 岩国市 今津町５－８－２４　三勢ビル１Ｆ サービス JS-0000-9386

hair salon LUCE 岩国市 平田５－３６－１０ サービス JS-0001-7762

有限会社さくらクリーニングサービス平田店 岩国市 平田５－４２－１２ サービス JS-0004-9575

COLIN 岩国市 麻里布町１－４－２　２Ｆ サービス JS-0001-9847

リラクゼーション OCEAN 岩国市 麻里布町３－１９－１１　３Ｆ サービス JS-0002-6650

プライベートサロン hedgehog 岩国市 麻里布町３ー４ー３　ミモレビル２F サービス SL-2000-1907

からおけの森 岩国店 岩国市 麻里布町６－４－１２ その他 JS-0005-2224

カフェレストラン瀬里家 熊毛郡 上関町大字長島６１９－３　 飲食店 SL-2000-3264

寿司満 熊毛郡 田布施町下田布施７３０－１ 飲食店 JS-0004-1532

いけ本精肉店 熊毛郡 田布施町波野６９ ショッピング JS-0005-8278

［HC］ニシムラデンキ 熊毛郡 平生町佐賀２４１６－４ ショッピング JS-0001-8900

丸屋 光市 浅江５－２０－１ 飲食店 JS-0002-0480

七輪焼ホルモン えび壽 光市 虹ケ浜１－１１－３ 飲食店 JS-0004-7621

株式会社友松商店 光市 室積４－３－３ ショッピング JS-0002-4371

タカギ学生服 光市 中央３－２－５　　 ショッピング ZN-0002-5677

ほりたや 光市 中央３－３－３３ ショッピング JS-0001-8965

アケミ屋 Akemiya 光市 島田１－１１－７　ビーストリート内　 ショッピング SL-2000-0220

おしゃれの店なかたに 光市 島田１－１１－８ ショッピング JS-0004-8746

（株）友松商店 ベスト店 光市 島田１－１２－１４ ショッピング JS-0002-4390

アイアンドアイ 光市 木園１－５－２２　　 ショッピング PK-0000-1381

DreamHAIR ＆ CARE 光市 光井１－２８－６ サービス JS-0001-2520

B．L．A．U 光市 中央５－１－３　光井ショッピングプラザ１Ｆ サービス SL-2000-5628

冠山総合公園オートキャンプ場 光市 室積村６２８８ その他 JS-0005-6900

株式会社光ギフトセンター 光市 浅江３－９－８　 その他 SL-2000-4234

ナマステプリムール葵店 山口市 葵１－４－７０ 飲食店 JS-0004-4036

dining 笑海 山口市 旭通り２－６－４５ 飲食店 JS-0005-0500

池田屋 山口市 駅通り２－１－１１ 飲食店 JS-0001-7993

駅通り横丁 山口市 駅通り２－４－１９　　 飲食店 PK-0000-6707

ピッツェリア・アンコーラ 山口市 吉敷赤田４－５－８ 飲食店 JS-0001-2092

土火土火 山口店 山口市 熊野町５－７ 飲食店 JS-0000-0498

旬彩ダイニング 月と兎 山口市 周布町１－１１ 飲食店 JS-0005-2141

炭火串焼きやきとん政之助 山口市 周布町１－５　　 飲食店 ZN-0002-0850
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居酒屋黒 山口市 小郡下郷１２４８　岡本ビル１Ｆ－３　 飲食店 ZN-2000-4689

dining　bar　Barbaz 山口市 小郡下郷１２５３－１　　 飲食店 PK-0000-6706

BLACK SHIP 72 山口市 小郡下郷１２５５－６　１Ｆ 飲食店 JS-0003-0560

我々家 山口市 小郡下郷１２５６－１６　シャイン７２ＢＬＤ 飲食店 JS-0001-6566

BAR ASTAR 山口市 小郡下郷１２８０－５ 飲食店 JS-0000-2996

大衆酒場 餃子のやっさん 山口市 小郡下郷１２８８－４５　スカイビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7068

enchant’e 山口市 小郡下郷１３４　　 飲食店 ZN-2000-3515

ナマステ小郡店 山口市 小郡下郷３０３－３１ 飲食店 JS-0004-4035

回転寿司たかくら 山口市 小郡御幸町４－１ 飲食店 SL-2000-6814

口福至福 山口市 小郡高砂町４－３６　オアシスビル１０３　 飲食店 ZN-0002-0759

WAFUKUSHIMA 山口市 小郡高砂町４－３６　新栄ビル　　 飲食店 ZN-0002-0729

ごはん処 りゅう庵 山口市 小郡新町４－１０－２０ 飲食店 JS-0002-0007

DAINING KITCHEN 渡利庵 山口市 大内御堀４７１４－１０ 飲食店 JS-0002-3064

オリ－ブオイル＆カフェキアッケ 1 山口市 中央１－６－１１　　 飲食店 PK-0000-4560

MATOTOYA 山口市 湯田温泉１－１０－１９ 飲食店 JS-0002-5741

炉ばたや笑吉 山口市 湯田温泉１－１１－１５ 飲食店 JS-0004-8153

KITCHEN LOTUS 山口市 湯田温泉１－１１－５ 飲食店 SL-2001-0409

居酒屋 ぶっちぎり 山口市 湯田温泉１－１－３８ 飲食店 JS-0001-7555

味わい処あかぎ湯田店 山口市 湯田温泉１－１－４０　扇ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0654

山口おでん燈 山口市 湯田温泉１－１－８ 飲食店 JS-0004-1399

日韓食彩 木下 山口市 湯田温泉１－７－３１ 飲食店 JS-0005-8591

ニジノアト 山口市 湯田温泉１－９－１９ 飲食店 JS-0005-6248

居心家 鶏まる 山口市 湯田温泉１－９－５　アビターレ湯田１０３ 飲食店 JS-0002-2907

ラプンツェル 山口市 湯田温泉２－１－２１　　 飲食店 ZN-2000-4787

お食事処しげまさ 山口市 湯田温泉２－１－２５　　 飲食店 ZN-0002-0741

創作料理ちゃらんぽらん 山口市 湯田温泉２－２－１６　山脇ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0840

ちちんぷいぷい 山口市 湯田温泉２－２－１６　山脇ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0839

割烹 福助 山口市 湯田温泉２－２－１９　 飲食店 SL-2001-0206

GOSSIPGIRL 湯田店 山口市 湯田温泉２－２－４　　 飲食店 ZN-2000-4634

料理家 Bellesaison 山口市 湯田温泉２－３－１１　　 飲食店 ZN-0002-0645

DINING KITCHEN らんたん 山口市 湯田温泉２－３－７ 飲食店 JS-0000-0519

スナック　きまぐれ 山口市 湯田温泉３－１－１５　湯田第一ビル４０２　 飲食店 PK-0000-6809

長州酒場 魚有 山口市 湯田温泉３－１－２１ 飲食店 JS-0003-0605

旨いものや廉湯田温泉本店 山口市 湯田温泉３－１－２１　ダミエビル２Ｆ－Ｄ　 飲食店 ZN-0002-0844

一凛の花 山口市 湯田温泉３－３－１３ 飲食店 JS-0001-9580

菜のはな 山口市 湯田温泉３－３－４ 飲食店 JS-0001-0526

湯田バル 山口市 湯田温泉３－７－１１ 飲食店 JS-0003-5272

やきとり居酒屋ひろ 山口市 湯田温泉３－７－７　１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-4402

お肉バルうに 山口市 湯田温泉３－７－７－１　湯けむり横丁 飲食店 SL-2001-1290

もつ鍋 弥さか 山口市 湯田温泉３－７－７－１　湯けむり横丁内 飲食店 JS-0004-9040

うなぎ西京げんや 山口市 道場門前２－５－１１　 飲食店 SL-2000-5953

WEST TOWN COFFEE 山口市 道場門前２－９－４ 飲食店 JS-0005-5081

マウンテンビッグ 山口市 平井７１４－５　　 飲食店 ZN-2000-4298

ビオス薬局吉敷店 山口市 維新公園５－１－３６ ショッピング JS-0005-3924
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着物遊日 ねこやなぎ 山口市 嘉川１２９０ ショッピング JS-0003-7761

フォーリア エ フォーリオ 山口市 糸米２－１－３５ ショッピング JS-0002-9664

Re birth 山口市 糸米２－６－２３ ショッピング JS-0000-9613

山根大健堂薬局 山口市 秋穂東６７４６－１　　 ショッピング PK-0000-8770

［HC］デンキのオカザキ 山口市 秋穂二島１０１５－１ ショッピング JS-0001-8536

パティスリー グランシャリオ 新山口店 山口市 小郡下郷１２１５ ショッピング JS-0005-2793

フラワーガーデン日の出 山口市 小郡下郷１２１９－２７ ショッピング JS-0002-8415

山口ジーワイ商会 山口市 小郡下郷１５６１－２ ショッピング JS-0005-5298

花のなかむら 山口市 小郡下郷９３９－１４ ショッピング JS-0001-6883

心司窯 山口市 仁保中郷９５６－１６　　 ショッピング PK-0000-4455

ブティック サンジェルマン 山口市 大手町３－２４　パークビル１Ｆ ショッピング SL-2000-1463

K’S 工房アラザン 山口市 大内御堀１７３５－２８　　 ショッピング ZN-0002-2752

メガネのふくだ 山口市 大内千坊５－１－８　 ショッピング SL-2000-8938

HappyWan 山口店 山口市 大内矢田南１－１－１ ショッピング JS-0003-6144

SHOES ＆ BAG yamada 山口市 中央３－１－３７　 ショッピング SL-2000-9628

山一薬局アルク山口店 山口市 中央４－７－２０ ショッピング JS-0005-8820

MEZE 山口市 中市町１－２７　リュシオル中市１Ｆ ショッピング JS-0003-6697

プリンク 山口市 中市町１－２７－１０２　　 ショッピング ZN-0002-4635

パティスリー ププレ 山口市 朝田１７４０－１　 ショッピング SL-2000-7115

株式会社 野田 山口市 天花１－７－１ ショッピング JS-0005-4523

㈱ポップス川上 山口店 山口市 東山２－３－１８　 ショッピング SL-2000-7688

有限会社原田酒舗 山口市 湯田温泉１－１１－２３ ショッピング JS-0005-9175

mark 山口市 道場門前２－４－１８　末永ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4646

waRmth 山口市 道場門前２－４－６ ショッピング JS-0003-1790

CAMEL 山口市 米屋町１－６ ショッピング JS-0004-5465

サロン いち凛 山口市 葵２－２－３ サービス JS-0004-3552

haco neco 山口市 維新公園３－６－５０　２Ｆ サービス JS-0003-2792

D ＆ GHAIR 山口市 吉敷下東２－５－３８　　 サービス ZN-0003-0114

Hair Salon LoLo 山口市 吉敷中東２－８－５　１Ｆ－１０２ サービス JS-0002-6401

CHITOSE 山口店 山口市 春日町４－１３ サービス JS-0001-7473

ALURE 小郡 山口市 小郡下郷７６３－２　ザ・ビッグ小郡店別棟　 サービス ZN-0003-0842

おごおり整骨院 山口市 小郡下郷７９３－３ サービス AL-0000-0114

BARBER SHOP ROI 山口市 赤妻町３－１４ サービス JS-0002-2505

ムラカミクリーニング 大内店 山口市 大内千坊４－１５－１２ サービス JS-0004-9566

リフレッシュスペース Apricot 山口市 大内氷上３－６－２５　 サービス SL-2000-0359

S．I．D 山口市 平井３６６ サービス JS-0002-2215

NATURE 山口市 矢原８２７ サービス JS-0001-7342

ムラカミクリーニング 本店 山口市 鰐石町３－２６ サービス JS-0004-9579

パワーキューブ 山口市 下市町８－１７－１　 その他 SL-2000-4959

着物遊日 ねこやなぎ 山口市 嘉川１２９０　 その他 SL-2000-5044

からおけの森 山口店 山口市 泉町９－１５４　ボーリングの森内 その他 JS-0005-2137

山口機工有限会社 山口市 大内長野５６０　 その他 SL-2000-6340

カラオケ湯 CLUB 山口市 湯田温泉１－１１－３３ その他 JS-0005-2279

白石時計店 山口市 道場門前１－３－１５　 その他 SL-2000-9429
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FIXMASTER 山口市 米屋町１－３　米屋町ビルＢ　 その他 SL-2000-9330

DESSERT 山陽小野田市 厚狭１２－２１ 飲食店 JS-0005-9285

食彩楽一心亭 山陽小野田市 厚狭８５８－３ 飲食店 JS-0004-9675

焼肉大邱小野田 山陽小野田市 西高泊５９４－１　 飲食店 SL-2000-4954

蔵間 山陽小野田市 西高泊６３０－１ 飲食店 JS-0001-1593

焼肉じゅあん 山陽小野田市 日の出２－７－１２ 飲食店 JS-0004-1398

樹 山陽小野田市 日の出３－７－７ 飲食店 JS-0003-0406

ダイニングはら屋 山陽小野田市 日の出３－７－８ 飲食店 JS-0001-7219

DAJIN 山陽小野田市 日の出３－８－２４ 飲食店 JS-0002-8958

トロアメゾン TM スタイル 山陽小野田市 郡３９７－５　　 ショッピング ZN-0002-2391

永山酒造 山陽小野田市 厚狭３６７－１ ショッピング JS-0004-9670

さゆり薬局 山陽小野田市 小野田１３１５－３０ ショッピング JS-0004-1195

おしゃれ館 ベニヤ 山陽小野田市 西高泊ワカリ６４０－１ ショッピング JS-0005-7156

イエロ－サイクル 1 山陽小野田市 千代町１－８－２３　　 ショッピング PK-0000-8215

Pois082 山陽小野田市 中川３－１２－１　山下ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-9182

山陽小野田市民病院売店 山陽小野田市 東高泊１８６３－１ ショッピング JS-0005-4031

パティスリー グランシャリオ 小野田店 山陽小野田市 日の出３－７－１７ ショッピング JS-0005-2783

FLEUR 山陽小野田市 厚狭１－２－２１　　 サービス ZN-2000-7246

サンパーク前整骨院 山陽小野田市 高栄２－１０－３１ サービス JS-0002-2301

株式会社ワイエスオート 山陽小野田市 西高泊６１９－１ サービス JS-0005-7715

gauche 周南市 花畠町４－３０　ムラシゲビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3574

じゅうじゅう亭イオンタウン周南久米店 周南市 久米２８６７　　 飲食店 ZN-2000-6231

コミックバスター 周南店 周南市 久米３０９１－１　ワンダービル２Ｆ 飲食店 JS-0004-7382

季節料理芳松 周南市 橋本町１－１３　　 飲食店 ZN-0002-0779

イタリアン酒場 Osteriagoloso 周南市 銀座１－１５－２ 飲食店 JS-0002-2246

和 BaruBarSecond 周南市 銀座２－１０－１　セヴネス銀座１Ｆ－２　 飲食店 ZN-0002-0616

炭火焼割烹磯吉 周南市 銀南街５１　　 飲食店 ZN-2000-5006

沖縄料理ダルマ 周南市 銀南街５７　２Ｆ 飲食店 JS-0004-7843

焼肉・ホルモン金龍本店 周南市 銀南街９－１　　 飲食店 ZN-0002-0902

FOOD BAR HANDs 周南市 銀南街９－３ 飲食店 JS-0003-6523

栄ふく 周南市 櫛ケ浜２４２－３０ 飲食店 JS-0005-5680

カエルストア 周南市 若宮町１－３４　レジデンス松重１F 飲食店 SL-2000-9511

串カツ田中 周南店 周南市 若宮町２－２９ 飲食店 JS-0005-9503

萬房 周南市 若宮町２－８ 飲食店 JS-0002-1195

le － sorcier 周南市 秋月１－８－１４　ナカタビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0244

肉バルサンゴリアス 周南市 昭和通１－１２　フォーラムビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0769

RESTAURANTBONZE 周南市 昭和通１－３２　Ｎ２ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4279

季節料理ふく あだち 周南市 昭和通１－９－２　プリンスマンション１Ｆ 飲食店 JS-0000-2812

和だいにんぐ 美やび 周南市 昭和通２－１８　パシオ２１ビル 飲食店 JS-0001-9048

もつ処天地人周南店 周南市 昭和通２－２９　　 飲食店 ZN-2000-6751

小料理 ときの 周南市 昭和通２－３５　河村ビル１０６ 飲食店 JS-0000-7916

居酒屋いっとく 徳山店 周南市 昭和通２－４ 飲食店 JS-0003-0075

オリエンタルバール 周南市 新町１－４３－２ 飲食店 JS-0005-2785

RAVE 周南市 新町２－１３　石田ビル１Ｆ西側 飲食店 JS-0002-6949
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焼肉・ホルモン金龍新南陽店 周南市 清水１－２－６　　 飲食店 ZN-2000-4942

居食屋 蛍 周南市 清水１－３－３ 飲食店 JS-0004-7280

ホルモン横丁 新南陽店 周南市 清水１－９－１ 飲食店 JS-0002-8284

居酒屋いっとく 新南陽店 周南市 清水１－９－１ 飲食店 JS-0003-0076

ビストロ四季音 周南市 大河内３６３－３ 飲食店 JS-0005-8074

津々浦々 周南市 飯島町１－４０　はつもみぢビル　 飲食店 ZN-0002-0644

神戸唐から亭 周南市 飯島町１－６５ 飲食店 JS-0002-9857

旬亭 ふじ荘 周南市 飯島町２－１６ 飲食店 JS-0004-0526

味処 のんき家 周南市 飯島町２－１６　２Ｆ 飲食店 JS-0004-0527

長州わらやき吉祥徳山店 周南市 飯島町２－２－３－１　　 飲食店 ZN-2000-7504

空角 周南市 飯島町２－２８　　 飲食店 ZN-2000-6746

ホルモン横丁 徳山店 周南市 飯島町２－３ 飲食店 JS-0002-2657

キーストンクラブ 周南市 飯島町２－３２ 飲食店 JS-0003-2557

Osteria Bar DaDa 周南市 飯島町２－４１　あかしビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4430

居酒屋いっぷく 周南市 平和通２－１９ 飲食店 JS-0003-0074

BOCA BOCA 周南市 平和通２－２８ 飲食店 JS-0000-9460

EST ！ EST ！！ EST ！！！ 周南市 平和通２－２８－１　白川ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-2127

まる穂うどん 周南市 本町１－２７ 飲食店 JS-0005-4051

竹の第 周南市 野上町１－６ 飲食店 JS-0001-2651

寿司魚政 周南市 柳町１３－１　　 飲食店 ZN-0002-0774

小料理 やん猫 周南市 柳町２７ 飲食店 JS-0001-5152

PALZA 周南市 糀町１－１－１ 飲食店 JS-0003-2560

鉄板処 USHIMITSU 周南市 糀町２－１ 飲食店 JS-0002-8285

TAKU’SBARLITTLEWING 周南市 糀町２－１５ 飲食店 JS-0000-2856

パリコステージ 周南市 みなみ銀座１－１１　カネキビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4647

富士事務器株式会社 周南市 みなみ銀座２－２８ ショッピング JS-0001-6224

株式会社キシムラ 周南市 岡田町１０－４８ ショッピング JS-0003-1389

メデス周南店 周南市 桶川町７－８　　 ショッピング PK-0000-4104

中嶋酒店 周南市 久米９８４－６ ショッピング JS-0005-0545

セリーナ 周南市 銀座２－１８　サンエコー内 ショッピング JS-0005-0041

サロン エスコ 周南市 銀南街１５ ショッピング JS-0001-7433

ヘリテージストア 周南市 銀南街２８　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-4648

ショップ K 周南市 銀南街３７ ショッピング JS-0004-0600

モードサロン ボン 周南市 銀南街４１ ショッピング JS-0001-6737

メナード化粧品周南徳山代行店 周南市 原宿町２－２５－２０１ ショッピング SL-2000-3969

（有）エフアンドスポーツピアチェーレ 周南市 若宮町２－１９ ショッピング JS-0001-6198

株式会社パレット 周南市 若宮町２－２７ ショッピング JS-0001-6286

ときわ熱帯 周南市 昭和通２－３６ ショッピング JS-0005-2977

有限会社 広田コンタクトレンズセンター 周南市 新町１－２５－１ ショッピング JS-0005-7517

ラ・ナチュラ 周南市 新町１－４３－１ ショッピング JS-0003-8402

ballad 周南市 新町２－２６　松浦ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-3024

山口ジー・ワイ商会周南営業所 周南市 西松原１－３－８ ショッピング JS-0005-4944

GEMS 周南市 速玉町２－１ ショッピング JS-0000-1008

しゅうなん Zoo － SHOP 周南市 徳山５８４６　徳山動物園内 ショッピング JS-0003-9968
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パッケージプラザ 徳山店 周南市 平和通１－５　一力ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-1249

Reggie 周南市 平和通２－４１－２ ショッピング SL-2000-9921

ポップス川上 周南店 ピアノ館 周南市 緑町１－１８ ショッピング JS-0000-3062

EDeN Beeks 徳山店 周南市 栄町２－３９　１Ｆ サービス JS-0005-1591

9MLG．BY．CHITOSE 周南市 横浜町９－８ サービス JS-0000-4936

CHITOSE 周南市 花畠町６－３ サービス JS-0000-8124

TRINITY 周南市 岐山通２－２２　伊藤ビル１Ｆ サービス JS-0001-3242

万季楽 周南市 久米１４６２－１ サービス JS-0004-4346

Crede 周南久米店 周南市 久米２８６７　　 サービス ZN-0003-0891

LOOP hair 周南市 慶万町２－８ サービス JS-0000-8951

HAIRSPACEFE 周南市 若宮町２－１７－２ サービス JS-0000-8820

arch 周南市 新町１－１３－２　田村ビル１Ｆ サービス JS-0000-4106

ファンタスティック B ヘアー 周南市 政所２－１－１ サービス SL-2001-0012

Make － up 周南市 川崎３－１５－４５　　 サービス ZN-2000-2820

サロンドキュア 周南市 大字徳山字遠石６６７６－１　 サービス SL-2000-2838

HAIR ＆ MAKE BLANCHE 周南市 辻町６－３３　野村コーポ１－Ｃ サービス SL-2000-1731

美容室 LOCO 周南市 東山町１２－４９ サービス JS-0000-2579

DOGSALON SHIRO 周南市 飯島町２－２８ サービス JS-0005-4625

bouton 周南市 平和通１－４－２０　渡辺ビル２Ｆ サービス JS-0000-6737

リカーショップいしだ 周南市 今宿町３－３４　 その他 SL-2000-7989

竹本本店 周南市 樋口３５４－１　 その他 SL-2000-6862

株式会社サンワ 大島郡 周防大島町西安下庄５１８－３ サービス JS-0004-9638

串かつ癒酒屋 えみもり 長門市 東深川１８６０－１ 飲食店 JS-0005-4691

焼とりや ちくぜん 総本店 長門市 東深川８９２－１ 飲食店 SL-2000-0105

お好焼・鉄板焼 さつき 長門市 東深川９９６－１６ 飲食店 JS-0005-4679

Dining Bar Zen 長門市 油谷新別名９６０－４ 飲食店 JS-0005-3621

ワダ ファミリー薬局 長門市 東深川８３６－３ ショッピング JS-0004-9635

長門中央薬局 長門市 東深川８９０－２２ ショッピング JS-0005-2024

art － centtier 長門市 仙崎３０８－１　　 サービス ZN-0003-0841

パーマハウス いわの 長門市 東深川２５１０－３ サービス JS-0005-8117

やきにく食堂 Kou 萩市 土原３９９ 飲食店 JS-0005-5792

Brasserie Lab 萩市 東田町１１１－３　中村会館２Ｆ 飲食店 JS-0002-0233

昭雲堂 萩市 呉服町２－６ ショッピング JS-0000-4978

手芸の店フレンド萩店 萩市 御許町４２－１　アトラス萩店２Ｆ ショッピング JS-0004-6526

セレクトショップルミナリア 萩市 椿東３９４３－１　 ショッピング SL-2000-2692

カジュアルショップ剛 萩市 土原５２４－１ ショッピング JS-0002-1500

MARUSAN 萩市 唐樋町９－１ ショッピング JS-0004-6117

城跡ながお 萩市 堀内８３－２７ ショッピング JS-0005-6844

TaoSAKURA 萩市 下田万２９８２　　 サービス PK-0000-4124

中原商会 萩市 椿東３１３３－４　　 サービス PK-0000-7881

Centia 萩市 土原４３８　　 サービス ZN-0002-7477

レッドキングバーガー 美祢市 大嶺町東分３４６９－１ ショッピング JS-0005-8066

洋食堂なか田 防府市 高倉２－９－１３ 飲食店 SL-2000-7613

食楽 ごちそうさん 防府市 車塚町２－１２ 飲食店 JS-0004-9176
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長州の酒場 防府市 車塚町２－２３　第７ハワイ屋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-4443

さくら茶屋 鷸 防府市 車塚町２－２５ 飲食店 JS-0001-9415

酒宴 来夜味 防府市 車塚町３－３ 飲食店 JS-0003-0137

居酒家 黒 防府市 車塚町３－３６　２Ｆ 飲食店 JS-0000-3537

防府天満宮　紅梅殿 防府市 松崎町１４－１　　 飲食店 PK-0000-6517

ポルタ・アル・マーレ 防府市 新田１００３－６ 飲食店 JS-0001-2078

いち遊 防府市 鋳物師町１１－１６　　 飲食店 ZN-0002-0691

沖縄居酒屋ゆんたく 防府市 鋳物師町８－１　和光レジデンス１０１　 飲食店 PK-0000-6801

はな丸 防府市 天神１－２－１ 飲食店 JS-0002-6140

ことぶき本店 防府市 天神１－２－１　　 飲食店 ZN-0002-0805

蔵々 防府市 天神１－２－１２ 飲食店 JS-0004-2511

焼肉 蔵々 防府市 天神１－２－８ 飲食店 JS-0005-8962

天神焼鳥 防府市 天神１－２－８　防府ビル１０６ 飲食店 JS-0002-6392

さしみ亭 和加栄 防府市 天神１－３－５ 飲食店 JS-0004-2334

焼肉ことぶき支店 防府市 天神１－３－５　　 飲食店 ZN-0002-0809

焼肉 じゅうじゅう亭 防府市 天神１－７－２９　 飲食店 SL-2000-6154

日本料理 中しま 防府市 東松崎町６－３５ 飲食店 JS-0005-9089

ふぐ処佐じか 防府市 八王子１－２３－１３　 飲食店 SL-2001-0038

居酒屋 村さ来 防府店 防府市 八王子１－３－７　倉重ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7604

長州わらやき吉祥防府店 防府市 緑町１－１０－１０　　 飲食店 ZN-2000-6969

小料理屋 沁戸 防府市 緑町１－１－２５ 飲食店 JS-0003-0247

京料理 八坂 防府市 緑町１－１－７ 飲食店 JS-0001-1612

POTION 防府市 栄町１－１－１９　　 ショッピング ZN-0002-4636

Biwa 防府市 栄町１－５－１　ルルサス防府１Ｆ　 ショッピング JS-0000-1557

いか鮮 本家 防府市 栄町１－５－１　ルルサス防府１Ｆ　 ショッピング JS-0000-6124

グランドミックタマシゲ楽器ルルサス店 防府市 栄町１－５－１　ルルサス防府１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4655

株式会社サウンドテック 防府市 桑山２－１１－３２ ショッピング JS-0000-3896

山内漢方薬局 防府市 国衙４－３－４３　　 ショッピング PK-0000-5646

菊屋 防府市 寿町４－２５　河内ビル１０５ ショッピング JS-0003-4167

ふらわーしょっぷ かりん 防府市 西仁井令１－１１－１　 ショッピング SL-2000-9179

中村被服本社ショップ 防府市 石が口２－９－１ ショッピング JS-0005-3125

ジュエリーコレクションミツヤ 防府市 天神２－３－３１　ミツヤジュエリービル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2744

花トク 防府市 八王子１－８－３２ ショッピング JS-0005-4861

オートガレージティガ 防府市 三田尻２－１１－１７ サービス JS-0002-2354

Nagomi 防府市 新田５８９－３ サービス JS-0004-5204

Ve － nus 車 店 防府市 鋳物師町９－１　　 サービス ZN-0003-0874

Port of call 防府市 八王子１－１４－１０ サービス JS-0004-0996

SWALLOW 防府市 八王子１－１６－２１　新建ビル１０２ サービス JS-0004-1081

yuliana Hair ＆ Salon 防府市 平和町１３－１６　 サービス SL-2000-7908

いこい食堂 柳井市 阿月７８０－５ 飲食店 JS-0001-3536

肉屋の焼肉 和楽 柳井市 古開作６８２－１　 飲食店 SL-2000-7505

鳴門 柳井市 大畠１４２１－２ 飲食店 JS-0003-9393

おおばたけ薬局 柳井市 大畠９０６ ショッピング JS-0005-6798

ぶんか書店柳井店 柳井市 南町６－２－２ ショッピング JS-0002-9324
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絵本と木のおもちゃ フォーゲル 柳井市 南町６－４－４ ショッピング JS-0005-4863

村岡時計店 柳井市 柳井津本町通り４７６　 ショッピング SL-2000-4850

しらかべ薬局 柳井市 伊保庄９５ サービス JS-0002-6943

Muse hair 柳井店 柳井市 中央２－７－３０　アーバン６　２Ｆ サービス JS-0003-4281


